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Gift Show in 上海

第 3回上海国際生活用品家居装飾品美容美髪健康展覧会（春季）　開催概要

●名　称

●目　的
よる商談の機会と場所を提供し、日本企業や現地企業の販路開拓に貢献する
上海を中心に中国内陸地のギフト市場活性化、及び日本企業と中国企業との連携に

●主　催

第 3回上海国際生活用品家居装飾品美容美髪健康展覧会 2015（春季）

上海国際展覧中心有限公司、必極耐斯（上海）会展有限公司、

●後　援 在上海日本国総領事館、日本貿易振興機構（JETRO) 上海事務所、上海日本商工
倶楽部、上海中小企業合作交流促進中心、日中経済協会上海事務所、三井住友
銀行（中国）有限公司、株式会社北陸銀行、上海市軽工業協会、上海百貨商業
行業協会、日中国際美容協会、NPO法人日本ネイリスト協会、上海美容美髪行

●会　期 2015 年 3月 25 日（水）・26 日（木）・27 日（金）・28 日（土）　9:00 ～ 17:00
※3 月 25 日（水）・26 日（木）は、バイヤー専用のため、一般者は来場不可
※27 日（金）・28 日（土）は一般来場不可

●会　場

株式会社ビジネスガイド社

上海国際展覧中心（INTEX SHANGHAI）  上海市長寧区婁山関路 88 号

●テーマ 新科学技術の進化は、生活者により美しくて健康的なライフスタイルをデザインする
驚きや感動！！遊び心を伝えるデザインギフトがここに

●来場対象 消費財に携わる中国国内の小売・卸売業者等の流通関係者、バイヤー
百貨店・専門店・量販店・輸出入商社・代理商・メーカー・商業施設・博物館・
通販・訪問販売・印刷・官公庁・ホテル・銀行・結婚式場・食品小売り・外食
関連・報道・出版

●来場者数 10,090 人（※うち業界関係者 7,678 人）

●出展社数 66 社、113 小間

※最終日 28 日はＰＭ3:00 まで

第 10 回 Gift Show in 上海　2015

●併催イベント ◆オープニングセレモニー
◆講演型セミナー
◆新製品コンテスト
◆テーマイベント

◆姉 ageha 読者モデルコンテスト
◆懇親の夕ー Party ー、新製品コンテスト受賞商品発表

◆ビジネスマッチング

業協会
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TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海

第２回　TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海　開催概要

●名　称

●目　的
商談の機会と場所を提供し、日本企業や現地企業の市場開拓に貢献する
上海を中心に中国内陸地の美容市場の活性化、及び日本企業と中国企業との連携に

●主　催 上海国際展覧中心有限公司、必極耐斯（上海）会展有限公司、

●後　援 日中国際美容協会、NPO法人日本ネイリスト協会、上海美髪美容行業協会

●会　期 2015 年 3月 25 日（水）・26 日（木）・27 日（金）・28 日（土）　9:00 ～ 17:00
※3 月 25 日（水）・26 日（木）は、バイヤー専用のため、一般者は来場不可
※27 日（金）・28 日（土）は一般来場不可

●会　場

株式会社ビジネスガイド社、日本美研株式会社

上海国際展覧中心（INTEX SHANGHAI）  上海市長寧区婁山関路 88 号

●テーマ 美麗　幸福　成功

●来場対象

●来場者数 5,036 人（※うち業界関係者 3,832 人）

●出展社数 10 社、40 小間

※最終日 28 日はＰＭ3:00 まで

第 2回　TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海

●併催イベント ◆オープニングセレモニー
◆講演型セミナー
◆オープンステージ
◆懇親の夕ー Party ー、新製品コンテスト受賞商品発表

美と健康をテーマにしたプロフェショナルのための専門見本市

●出展品目 化粧品・美容雑貨関連・美容家電・美容器具・エステサロン用器材・ネイルサロン商材
美容院商材・ヘアサロン商材関連・健康食品等

美容商材に関連する流通関係者・バイヤー、エステティックサロン、ネイルサロン
美容サロン・ヘアサロン・スパ・ホテル・百貨店・薬局・通販・訪販・小売・卸売
輸出入商社・コンサルティング・美容専門学校
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TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海

第 3回上海国際生活用品家居装飾品美容美髪健康展覧会
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上海日本工商俱楽部 事務局長 中村　仁　様
上海美髪美容行業協会 会長 董元明　　様
在上海日本総領事館 首席領事 岡田　健一　様
上海市軽工業協会 副秘書長 姚志賢 様
上海中小企業合作交流促進中心 理事長 邵偉国 様
日本貿易振興機構 副所長 斉藤 浩史　 様
三井住友銀行（中国）有限公司 副課長 岩崎利春　 様
日中経済協会上海事務所 所長 横山　達也　 様
株式会社ビジネスガイド社 代表取締役 芳賀　信享　 様
上海市人民対外友好協会 常務理事 曹海炯 様
上海百貨商業行業協会 秘書長 王瀏河　 様
NPO法人日本ネイリスト協会 副理事長 仲宗根　幸子　 様
日本美研株式会社 代表取締役 藤田 和也　 様
北陸銀行上海駐在員事務所 代表 浜田　貴英　 様
上海観光親善大使 本堂　亜紀　 様
上海進出口商会 会長 王新培　 様

テープカット出席者

参列者
在上海日本総領事館 領事 後白　一樹　様
日本国横浜市政府上海 代表処 副所長 斉藤　信明　様
上海市中小企業発展服務中心 主任 王秀云　様
上海市美髪美容行業協会 秘書長 張晓玲　様
上海国際展覧中心有限公司 経理 邹林　様
上海国際展覧中心有限公司 総経理 呉江紅　様
上海外経貿商務展覧有限公司 助理総経理 駱也舟 　様
上海外経貿商務展覧有限公司 項目総経理 章偉民　様
上海対外科学技術交流中心 主任 陶永輝 　様
上海市中小企業発展服務中心 朱洪偉　様
上海市中小企業発展服務中心 常務副主任 熊晨曜　様
福岡市政府上海事務所所 所長 奥田 圣　様
西日本城市銀行股份有限公司 佐々　木治彦　様
NPO法人日本ネイリスト協会 理事国際委員会委員長 高野 　恒树　様
NPO法人日本ネイリスト協会 本部認定講師 国松　美恵　様
上海市河南商会 秘書長 張志平　様
上海中小企業服務中心 主任 劉偉剛 　様

来賓ご祝辞
在上海日本総領事館 首席領事 岡田　健一　様

第２回　TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海　開会式次第

主催者挨拶・開会宣言
株式会社ビジネスガイド社 代表取締役 芳賀　信享　 様

Gift Show in 上海



Gift Show in 上海 TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海

特別企画
様々な特別企画を通し、出展社にとって効果的な商談と PRが可能な、また、来場者にとって魅力ある空間づくりに致しました

■第 10回 Gift Show in 上海　　会場内にて開催

人気商品コンテスト
毎回、人気を博している出展企業の商品をアピールできる人気商品コンテスト。今

2日目に審査会も開かれ、大賞 1点、準大賞 2点、特別賞 2点が決定致しました。
回は 20 社からの新商品がエントリされ、多くの来場の方にご投票いただきました。

（詳細は P5をご覧ください）

テーマイベント
展示会のテーマに沿ったこちらの出展社商品展示エリア。
毎回、バイヤーの皆様から注目を寄せられる、こちらのテーマイベントコーナー
において、日本の優れた商品を一堂に集めた特別イベント展示を開催致します。
日本の著名デザイナー塚本太朗氏を招聘し、コーディネートをしてもらい、日本
伝統とモダンスタイルや遊び心を伝えるデザインギフトの 2コーナーを分けて、
展示致しました。

ビジネスマッチング

ブース内での商談様子

出展社とバイヤーとの商談をより効果的に実現させるよう、ビジネスマッチング
特別企画が 2回目の開催を迎えとなりました。前回に引き継ぎ、多くのバイヤー
と出展社から申込をいただいており、参加者の皆様より大変好評を頂きました。
従来の日系百貨店はもちろん、現地の各協会に声掛けをし、特別企画を参加して
もらいました。（詳細は P9をご覧ください）

■第 2回 TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海　　会場内にて開催

特別企画

オープン　ステージ 出展企業プレゼンテーション
ビューティー・ショー出展企業によるプレゼンテーションステージが開かれました。
各出展企業が一流の講師陣を招き、テクニカルな部分だけではなく、最新な商品情
報から化粧の仕方まで幅広く紹介され、多くの美容関係者が熱心に聴講しました。
（詳細は P7をご覧ください）

■ギフト・ショー＆ビューティー・ショー共通イベント
ステージによる著名人講演型セミナー
各業界の著名人先生を日本から招聘し、来場者向けの基調講演を開催致しました。
日本ネイリスト協会副理事長仲宗根幸子氏、日本インダストリアルデザイナー協
会理事長田中一雄氏、学校法人山野学苑名誉学長山野正義氏によるのセミナーは、
各業界の関係者に多数受講いただきました。
（詳細は P6をご覧ください）

懇親の夕    ～ Reception Party ～
会期２日目の３月２６日（木）PM6:00 より、上海国際展覧中心となりのレストラン
「金粤漁村」にて、「懇親の夕」が開催されました。
出展企業や関係者らに合わせて約 150 名が参加。参加者同士の交流など、有意義な
ひと時となりました。
また、人気商品コンテスト受賞商品へのトロフィー授与式も行われました。
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Gift Show in 上海

懇親の夕　～ Reception Party ～
「人気商品コンテスト」受賞結果発表

毎回上海ギフト・ショー会期中に開催される「懇親の夕～ Reception Party ～」。出展社同士の情報交換、来場バイヤー
達とのビジネス交流についても大変有意義な時間となりました。また、同時に会場内に開催されるGift Show in 上海「
人気商品コンテスト」の受賞結果も発表されました。出展社一押しの人気商品が展示されることにより、来場の多くの
業界関係者に知ってもらえます。今回も多くの商品がエントリ―されました。来場者による投票や審査員による厳正な

「人気製品コンテスト」受賞商品

大賞
商品名 :
急須松竹梅おもてなしセット
参考上代 :¥443,880
出展社名 :IIDIUS,Inc.

商品特徴 :
南部鉄器・清水焼

日本伝統工芸品

準
大賞

商品名 :
参古織ブランドのハンカチ、武龍堂扇子
参考上代 :¥500~2000

出展社名 : 三海電子グループ有限会社

商品特徴 :
多種多様なデザイン柄があり
中には日本古来の紋様紋様を
採用します

株式会都思国际

商品名 :
蝴蝶牌ミシン
参考上代 :¥80,000
出展社名 : 上海上工縫紉机有限公司

商品特徴 :
パソコン式ミシン

特別
賞

商品名 :
掛軸・華セット
参考上代 :¥30,000
出展社名 :（有）阿波掛軸堂

商品特徴 :
日本の住宅の和の文化をインテリア
として誕生させました。いろんな場
所に日本の和の美術を堪能していた
だきます

商品名 :
京念珠
参考上代 :¥70,000
出展社名 :（株）松田商会

商品特徴 :
希少なインド産の白壇の大玉念珠です
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Gift Show in 上海 TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海

セミナー
（実施会場 : 上海国際展覧中心　会場内ステージ）

3/25（水）
Ｂ－１ 日本式ネイルケアで爪の形が変わる！＆最新ネイルアート～

ジェルとエアブラシの融合：エアジェル！
１１：００
～１３：００ TOKYO NAIL EXPO を主催するNPO法人日本ネイリスト協会。2015 年に流行るデザインを

NPO法人日本ネイリスト協会副理事長・教育委員会委員長仲宗根幸子が解説し、作品の製
作について、2013 東京ネイルエキスポ　プロ部門総合グランドチャンピオン国松美恵より
デモンストレーションを行います。

 講  師 NPO法人日本ネイリスト協会
副理事長・教育委員会委員長

仲宗根　幸子　氏

2013 東京ネイルエキスポ
プロ部門
総合グランドチャンピオン

国松　美恵　氏

3/26（木）
Ｂ-1-2 ～日本のインダストリアルデザインの今とこれから～
９：００
～１０：００

 講  師

株式会社GKインダストリアルデザイン　代表取締役社長
公益社団法人　日本インダストリアルデザイナー協会　理事長
公益財団法人　日本デザイン振興会　理事
国際インダストリアルデザイン団体協会（ICSID) 理事（2007-2011）

田中　一雄　氏

Ｂ－２
１３：００
～１４：３０

～高齢社会における美による福祉「美容福祉」～
上海をはじめ、中国国内で問題となりつつある高齢化。美によって、社会を充実させる、
生きる張り合いを生む「美容福祉」についてお話しします。

 講  師

学校法人　山野学苑　名誉学長 山野　正義　氏

高齢者がいかに豊かに生きるかを研究する「ジェロントロジー」の先進
である米・南カリフォニア大学（USC）において老化と美容を関連つけ
た独創的な発想が認められ、特別学部長賞を受賞。
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TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海

オープン　ステージ　プログラム

3/25（水）
Ａ－１

（実施会場 : 上海国際展覧中心　会場内ステージ）

10:30 ～

泡の洗顔でハリ・ツヤ蘇る肌を大パフォーマンス

 講  師 井上　薫　氏

チャイナ―ビューティーアドバイザー

Ａ－２

11:15

11:45 ～
12:30

お風呂に入るだけで痩せる！
驚異のサウナ―スーツ初上陸！

 講  師 東　裕由紀　氏

健康美スペシャリスト
たった 30 秒で実感！驚異のバストアップローラ
「セラムアンジェ」!!

 講  師 吉川　育矢　氏

ドクターセラム（株）　代表取締役

15:30 ～
16:15

発酵がもたらす新発想のスキンケア

 講  師 ビューティープロジェクト

グローリー・インターナショナル

3/26（木）
世界最高峰のアートメイクテクニックを実演！

10:30 ～
11:15

 講  師 川村　徹也　氏

ビューティーデザイナー
本物の完全無添加、自然派化粧品

11:45 ～
12:30

 講  師 ケニー　松田　氏
スキンケア &コスメスペシャリスト

Ａ－７
13:00 ～
13:45

お風呂に入るだけで痩せる！
驚異のサウナ―スーツ初上陸！

 講  師 東　裕由紀　氏

健康美スペシャリスト

Ａ－８ たった 30 秒で実感！驚異のバストアップローラ
「セラムアンジェ」!!

 講  師 吉川　育矢　氏

ドクターセラム（株）　代表取締役

Ａ－９

Ａ－３

Ａ－４

Ａ－５

Ａ－６

Ａ－７

Ａ－７Ａ－８

泡の洗顔でハリ・ツヤ蘇る肌を大パフォーマンス
 講  師 井上　薫　氏

チャイナ―ビューティーアドバイザー

15:30 ～
16:15

3/27（金）
Ａ－10 自然治癒力を高める免疫コスメティック

10:30 ～
11:15

 講  師 ケニー　松田　氏
スキンケア &コスメティックスペシャリスト

Ａ－11 せっかくのエステ効果を自宅でキープ

 講  師 井上　薫　氏

チャイナ―ビューティーアドバイザー

Ａ－12

11:45 ～
12:30

内側から輝きだす美を呼び覚えますヨガ

 講  師 東　裕由紀　氏

健康美スペシャリスト

Ａ－13
たった 30 秒で実感！驚異のバストアップローラ
「セラムアンジェ」!!

 講  師 吉川　育矢　氏

ドクターセラム（株）　代表取締役

14:15 ～
15:00

13:00 ～
13:45

泡の洗顔でハリ・ツヤ蘇る肌を大パフォーマンスＡ－14

15:30 ～
16:15

 講  師 新藤　純子　氏

トータルビューティー・インストラクター

3/28（土）
Ａ－15 自然治癒力を高める免疫コスメティック

10:30 ～
11:15

 講  師 ケニー　松田　氏
スキンケア &コスメスペシャリスト

Ａ－16 泡の洗顔でハリ・ツヤ蘇る肌を大パフォーマンス

 講  師 新藤　純子　氏

トータルビューティー・インストラクター

Ａ－17 せっかくのエステ効果を自宅でキープ

 講  師 井上　薫　氏

チャイナ―ビューティーアドバイザー

11:45 ～
12:30

13:00 ～
13:45
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14:15 ～
15:00

15:00
14:15 ～



Gift Show in 上海 TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海

特別イベント企画
（実施会場 : 上海国際展覧中心　会場内ステージ）

もっと多くの若者に日本文化や日本製商品を知ってもらうため、多数の BtoC イベントも用意しておりました。

3/26（木）
中日交流　姉 ageha 読者モデルコンテスト in 上海
日本を代表するアンチエイジング系女性誌「姉 ageha」の「中日交流
姉 ageha 読者モデルコンテスト」を、2015 年 3 月 26 日（木）第
一部 11:00~12:00、第二部 15:00~16:00 に開催します。中国でもひそ
かなブームのお姉さん Ageha。「私の姉 ageha 度は何点？」自身の姉
Ageha 度を確認したい、多くの人に見てもらいたい。そんなファンの
ご要望にお応えした中日交流イベントです。

KAWAII JAPAN.cnイベントのご案内
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3/27（金）

コスプレショー    
世界で人気の日本発アニメ・コスプレ等「オタクカルチャー」。
日本のアニメキャラクターに影響を受けている ‘” オタ Kawa”
な女性達を中心に紹介致します。第 1回目は上海で人気の同
人展「COMICUP」協力により開催しました。
ゲスト    冰俏

10:00-11:00

渋谷・原宿・秋葉原系　ヘアーショー 13:00-14:00

日本の Kawaii＝渋谷・原宿・秋葉原の 3大テーマを上海の人気
ヘアーサロンであるURBAN ROOTS、Noz の合作により表現しま
した。イベント中に誰でも簡単にできる可愛い髪型のアレンジ
方法から最新のヘアスタイリングを紹介して参りました。

上海 IDOL     LIVE      Part.1 15:00-16:00
中国初となる、色々なアイドルを集めた「アイドル　フェスタ」のような活動を目指す。
今回は上海発の新鋭アイドル「Baby 家族」によるライブを行ってもらい、多数な若者た
ちが集まり、盛り上がりました。今回は展示会をきっかけに、日本の最新文化をもっと
多くの方に認識してもらい、開催致しました。

90年代以降に生まれた美少女により構成されたアイ

スや歌の実力者等才能を持つメンバーが約60名所属。
ドル。ネット上の影響力者（紅人）、Showモデル、ダン

出演アイドル



Gift Show in 上海 TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海

特別イベント企画
（実施会場 : 上海国際展覧中心　会場内ステージ）

もっと多くの若者に日本文化や日本製商品を知ってもらうため、多数の BtoC イベントも用意しておりました。

KAWAII JAPAN.cnイベントのご案内
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3/28（土）

コスプレショー    
世界で人気の日本発アニメ・コスプレ等「オタクカルチャー」。
日本のアニメキャラクターに影響を受けている ‘” オタ Kawa”
な女性達を中心に紹介致します。第 1回目は上海で人気の同
人展「COMICUP」協力により開催しました。
ゲスト    陰陽寮

10:00-11:00

上海 IDOL     LIVE      Part.1 11:00-12:00
中国初となる、色々なアイドルを集めた「アイドル　フェスタ」のような活動を目指す。
今回は上海発の新鋭アイドル「Circus48」「青空之憶」によるライブを行ってもらい、多
数な若者たちが集まり、盛り上がりました。今回は展示会をきっかけに、日本の最新文
化をもっと多くの方に認識してもらい、開催致しました。

出演アイドル

協賛ブランド ヘア協力

［Krad_lanrete］
［Citanul］
［Dark box］

日中ロリータ ステージ

［IDEA］

日本の Kawaii 文化を代表するロリータ。中国発ロリータブランドNo.1 の Krad_lanrete、Dark box、
Citanul 三つのブランドのファッションショーと日本を代表するカリスマロリータモデル「深澤翠」
様を特別ゲストとして迎え、ヘアー、メイク等のステージを行いました。

12:00-14:00

13:00-14:0012:00-13:00
協賛ブランドによるファッションショー

深澤 翠氏
特別ゲスト

ロリータステージ



Gift Show in 上海
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第 2回ビジネスマッチング  in  上海限  定
企  画

前回同様、バイヤーの皆様と出展社の皆様の商

談の場として「ビジネスマッチング in 上海」を

開催致しました。

この「ビジネスマッチング in 上海」は、事前に

バイヤーと出展社のニーズを合わせた上、お互

いに今後の取引について詳しい商談を希望され

たい方のみの限定企画になります。

会期中に、直接バイヤーをブースまでお連れし、

ブース内もしくは商談スペースで商談が行われ
ました。
決裁権のあるバイヤーと直接座って商談ができ
るので成約への近道となります。また、事前に
連絡することによって、バイヤーのニーズに合
わせた商材・提案が可能になります。中国内販
市場開拓を望む出展社の皆様が、希望するバイ
ヤーとしっかり商談会を行いました。

企業No. 企業名 業態

上海高島屋百貨有限公司

上海梅龍鎮伊勢丹

蘇州泉屋百貨有限公司

上海新世界大丸百貨

上海優友（商貿）有限公司

上海百聯百貨経営有限公司
（逸家楽国際貿易有限公司）

賽標 XEBIO( 中国）体育用
品有限公司

City  uper（上海）

百貨店全般

百貨店全般

百貨店全般

百貨店全般

百貨店全般

スーパー

スーパー

専門店

上海美特斯邦威服飾有限公司 小売・通販

上海百貨商業行業協会 小売

倪鴻貿易（上海）有限公司 貿易 /代理商

ビジネスマッチングの参加バイヤー

１

２
３

４

５

６
７

８

９

10

11



Gift Show in 上海
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第3回上海国際生活用品家居装飾品美容美髪健康展覧会　来場者データ

来場者数 　延べ　10,090人 日別内訳

バイヤー 一般

3月25日（水） 2619人
3月26日（木） 2793人
3月27日（金） 1184人 789人
3月28日（土） 1082人 1623人

来場者アンケート集計結果
　　　　　会場内で来場者アンケートを実施し、以下の通りの集計結果となりました。

業界関係者

アンケート

【実施日】2015年3月25日（水）～28日（土）　※会期初日・2日目

【実施場所】新製品コンテスト会場

【サンプル数】1,026件

絶対的な決

定権がある

32%

決定権はな

いが、影響力

は強い
16%

決定権も影

響力も持って

いない
10%

ある程度の

決定権はあ

る
23%

決定権はな

いが、影響力

は少しある
19%

Q2貴方の仕入れに関する決定権は？

販売促進・企

画

17%

営業・販売

23%

経営・社業全

般

14%
調査・マーケ

ティング

8%

外商

4%

仕入・購買

11%

財務・経理

3%

設計・開発・

製造

10%

その他

10%

Q1貴方の部署は？

新規仕入れ

のため

36%

既存取引先

からの招待

で、そこから

の仕入れ 19%

仕入れのた

めの情報収

集 10%

輸入商材を

特に仕入れ

るため
7%

情報収集

22%

その他

6%

Q3主な来場目的は？

仕入れたい

商品が見つ

かった
18%

たくさんの商品

があって面白

かった
11%

次回も来場

したい

12%

製品・技術が新

しかった

5%

海外情報・商品

をもっと入手し

たい
15%

気になる商品

があるが、是非

に思うほどでは

ない

12%

もっとも多くの

商品が見たい

13%

もっとセミナー

などで業界の

動向をつかみ

たい

3%

非常に意義の

ある展示会/イ
ベントと評価で

きる

9%

その他

2%

Q4 全全体の感想は？

来場者地域別内訳

地域
地域別

内訳
割合（％）

華東（山東、安徽、江蘇、上海、浙江、江西、福

建、台湾）
9545 94.6%

東北（黑龍江、吉林、遼寧） 33 0.3%

華北（北京、天津、河北、内モンゴル、山西） 98 1.0%

華中（河南、湖北、湖南） 24 0.2%

華南（廣西、廣東、海南、マカオ） 236 2.3%

西南（四川、曇南、貴州、重慶、チベット） 62 0.6%

西北（陜西、甘粛、寧夏、新疆、青海） 17 0.2%

その他 75 0.7%

業態別内訳

業態 人数 割合(%)

卸売 1016 10.1%

輸出入商社 2213 21.9%

SPエージェンシー．広告代理店 510 5.1%

小売（専門店、百貨店、量販店等） 1510 15.0%

通販・訪問 467 4.6%

ホテル・レストラン・結婚式場 78 0.8%

レジャー施設・遊園地・動物園 146 1.4%

博物館・美術館 89 0.9%

農園・菜園・ガーデン施設 72 0.7%

写真館・スタジオ 51 0.5%

エステティックなどサロン 161 1.6%

ウェディング企画 56 0.6%

薬局・ドラッグストアー 169 1.7%

美容院 72 0.7%

幼稚園・保育園 28 0.3%

病院 21 0.2%

官公庁・公共団体 182 1.8%

放送・出版 254 2.5%

外食産業 183 1.8%

食品卸 231 2.3%

メーカー 331 3.3%

商品デザイン・企画 58 0.6%

その他 2192 21.7%



TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海

第2回TOKYO BEAUTY&HEALTH WORLD in 上海　来場者データ

来場者数 　延べ　5,036人 日別内訳

バイヤー 一般
3月25日（水） 1,307人
3月26日（木） 1,394人
3月27日（金） 591人 394人
3月28日（土） 540人 810人

来場者アンケート集計結果

　　　　　会場内で来場者アンケートを実施し、以下の通りの集計結果となりました。

業界関係者
アンケート

【実施日】2015年3月25日（水）～28日（土）　※会期初日・2日目
【実施場所】新製品コンテスト会場
【サンプル数】572件

経営者
36%

店長
25%

技術者
13%

営業
16%

事務職
3%

その他
7%

Q1 貴貴方の職種・主たる業種について

極めて満

足
43%

期待した

通り
46%

少々物足
りない

8%

かなり物
足りない
3%

Q2 来場する感想する感想は？

ネイル

26%

アイメイク

7%コスメティック

19%
ヘアケア

13%

メディカル

6%

スパ
1%

ダイエット・

フィットネス
5%

フットケア
2%

エステ・美容

機器

19%

OEM
2%

Q3 今後、展示規模の拡大を期待するジャンル？
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来場者地域別内訳

地域
地域別

内訳
割合（％）

華東（山東、安徽、江蘇、上海、浙江、江西、福

建、台湾）
4836 96.0%

東北（黑龍江、吉林、遼寧） 54 1.1%

華北（北京、天津、河北、内モンゴル、山西） 13 0.3%

華中（河南、湖北、湖南） 27 0.5%

華南（廣西、廣東、海南、マカオ） 47 0.9%

西南（四川、曇南、貴州、重慶、チベット） 4 0.1%

西北（陜西、甘粛、寧夏、新疆、青海） 0 0.0%

その他 55 1.1%

業態別内訳

業態 人数 割合(%)
エステティックサロン 768 15.3%
ネイルサロン 289 5.7%
理美容サロン 1602 31.8%
医療関係 478 9.5%
スパ・温泉施設 32 0.6%
結婚式場・斎場 36 0.7%
ホテル・旅館 21 0.4%
卸売 251 5.0%
専門店 118 2.3%
百貨店 135 2.7%
量販店 21 0.4%
薬局・ドラッグストアー 53 1.1%
通販・訪販 167 3.3%
小売 171 3.4%
輸出入商社 257 5.1%
メーカー 231 4.6%
コンサルティング会社 57 1.1%
政府企業 74 1.5%
放送・出版 41 0.8%
スクール（美容専門学校等） 42 0.8%
その他 192 3.8%



Gift Show in 上海 TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海

第 10 回 Gift Show in 上海     出展社一覧表

第 2回 TOKYO BEAUTY & HEALTH WORLD in 上海
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記事掲載・報道
今回のGift Show in 上海では、日本の業界誌はもちろん、多数の現地媒体でも取り上げられました。また、

広告宣伝面でもいろんな形で対策を取り、来場誘致に工夫しました。

新聞誌・雑誌などの広告記事

METRO広告 Biz China 出版『whenever』記事掲載

繊研新聞記事掲載

媒体中文名「地铁快线」

繊維ニュース記事掲載
2015 年 3月 27 日（金）発行2015 年 3月 27 日（金）発行

3月 10 日（火）発行
2015 年 3月号　発行

来場媒体

『Share Young』『SUPER CITY』『SH BEST』『日経ＢＰ社』『産業新聞』『繊維ニュース』『whenever』

『新民晚报』『新闻晨报』『申江服务导报』『亞洲視覺（香港）雜誌社』『聯合新聞通訊社』『當代歌壇』

『METRO』『ＧＭＯメディア』『繊研新聞』『関西華文時報』『ADWAYS』『JCDecaux 德高中国』

『人民日報』『理財週刊』『第一財經』『上海教育報刊』『瑞麗家居』『鉑金文化』『 外匯界』『山海经』

SNS 公式アカウント

関西華文時報
2015 年 4月 15 日（水）発行

『時代影視』『beauty works』『Concierge』


