
東京島しょの物産展

開催結果報告書
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会期 :平成18年 7月 14日 (金)・15日 (土)

会場 :国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーン

9:30～ 16:30

花みどり文化センター
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特別協賛

入 場 料

出展対象

出展小問

多摩地区及び島嶋地区の物産等を一堂に会し、ビジネスマッチングを促進し、商談、テストマー

ケティング、商品開発の場を提供します。また、企業間の情報、技術交流、消費者との意見交換

等々新たな地域経済の活性化を目指すことなどを目的とします。

平成18年度 広域連携物産展

たまの物産&輸 入品 EXPO'06・東京島しょの物産展

東京都商工会連合会・多摩信用金庫

立川市/多摩地区21商工会/島幌地区6商工会/多摩地区7商工会議所/相模原商工会議所

平成 18年 7月 14日(金)～15日(■)2日 PH5 9130～16130

国営昭和記念公園みどりの文化ゾーン 花みどり文化センター

東京都立川市緑町 3179

国営昭和記念公国/(独)日本貿易振興機構(UETROン(独)中小企業基盤整備機構 関東支部/

全国商工会連合会/(財)東京都中小企業振興公社多摩支社/(財)東京市町村自治調査会/

(社)学術 文化 産業ネットワーク多塵/八王子市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/

調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/目立市/福生市/狛江市/東

大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市/瑞

穂町/日の出町/稽原村/奥多摩町/相模原市/信金中央金庫/産経新聞社/時事通信社/東方

通信社/日刊工業新聞社/日本経済新聞社/毎日新聞社/説売新聞社/朝日新聞社東京総局/

東京新聞/フジサンケイビジネスアイ

アメリカン・エキスプレス'インターナショナル ho/共 栄火災海上保険(株)/近畿日本ツーリスト

(株)/(株)しんきんクレジットサービス/(株)UTB法人東京/セコム(株)/(株)損保ジヤパン/大日本印

刷(株)/東京海上日動火災保険(株)/(株)トップツアー/(株)日本航空/東海汽船(株)/小笠原海運

(株)

無料

下記、消費財関連業界を中心とする多塵地域のメーカー及び卸売業者

・加工食品(農産加工品、水産加工品、畜産加工品)

・一般食品(調味料、麺類、菓子、パン、飲料他)

・生鮮食材(農産品、水産品、畜産品)

・生活雑賃(衣料品、インテリア、アクセサリー、雑貰、専門品など)

・その他

203小間(屋内 105小間、屋外 98小間)※ 昨年 144小間



来場対象 :ホ テル、百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、レストラン、飲食店、宅配美、ドラツ

グストア、卸売業、商社・輸入代理業、外食サービス、給食関係、調理師、管理栄養士、研究者、

流通関連その他業界関係者並びに一般消費者

来場者数 ! 7月 14日(金)延 べ 2,500人  7月 15日(■)延 ぺ 2,000人(年後悪天候のため中止)

多摩地域のさまざまな市町村からの出展があつた。多摩の物産及び輸入品を中心に観光関連の出展者もあつ

た。

●出展者所在地ベスト10

1位 八王子市 2341

2位 立川市 12社

3位 国分寺市 10社

4位 調布市 10社

5位 府中市 10社

6位 武蔵野市 6社

6位 昭島市 5社

6位 国立市 5社

6位 東村山市 5社

6位 町国市 5社

●出展者 業種分類

その他

●出展者 分類

支援機関 その他
138略

ｏｍ　肛”

食

４３

東京島しょ

69特

多康の観光

54h

多摩の物産

576帖
輸入品
232持



2日間で延べ 4500名が来場。

会期中に来場者にご記入いただいた「入場申込書」およびrご来場者アンケートJに基づき作成した「来場者プ

ロフィール」を以下に示す。

● 来 場 者 数 (4 5 0 0名中の 日時別罰合)

7/14日(金)

年後

9ヽ時

7月 4ヽ日(金)は晴天。平日ということもあり、ビジネス来場者が多かつた。7月 15日(土)午後の来場者が少な

いのは、悪天候に見舞われ 4ヽ時 30分で中止となつたため。

●来場者 年代別(男) ●来場者 年代別(女)

来場者は、男性では60歳 代が多く、女性では30歳 代が多いことが特徴的である。



●来場者 (目的,1)

1粥

●ビジネス来場者の目的

行政 団体
(ビジネス)

4略

その他
19括

同時開催イベントヘの

参加
9括

特別後援への
参加
21

報道機関

(ビジネス)

2常

支援情報の収集
16鴨

提携先の発掘
17ヽ

●ビジネス来場者 展示会来場のポイント

開催会場の利便性
12%

その他
5常

特定分野(業豹 が集まる
専門的な展示会

13軸

商談を行つた
24軸

同時開催のイベントが

充実している展示会
9括

著名人による議演等 さまざまな情報が入手できる
総合的な展示会

42殆

専前の情報提供が
充実している展示会

●ビジネス来場者 出展企業との商談の有無

実際に契約(予約)を行つた
3祐

南談はしなかつた

6%

商融と成果が期待できる
展示会

12鴨

情報収集が目的の来場だつた
25括

41拓

【

該当する企業がなかった
綿

該当する製品がなかつた
0祐



今回は出展者とのさまざまなマッチングを強化することを目的としたイベントを、多数実施した。

企業と企業のマッチングはもとより、農家とのマッチングも試みた。また、地域に息づくカルチャー、エンターテイ

メントやアミューズメントさらには福祉にも目を向け、多角的に実施することができた。

特別講演会

7月 14日 (金)会 場:セミナールーム

第1部 11100～1230 「 地産地消で食生活を守れJ

佃商業界 代表取締役 結城義晴氏

出席者 22名
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第2部 13:00～1400 「 地域における食育の推進」

隅アイダスグループ 主任研究員 神前伸治氏

食育を取り入れた商品、売り場、メニューetoを紹介

出席者 18名

第3部 14:30～15:30 「ITを駆使した商品情報活用術J

oBASE爛 営業企画部システム企画課 課長 石井和彦氏

株式会社トラスコ中山、生活協同組合の仕組みをご紹介

出席者 11名
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マッチング☆カフェ

7月 14日 (金)会 場:マッチングルーム

大手バイヤーH社 が参加して出展者と個別に商談をする。

出展者にとっては大手バイヤーとの直接商談によリビジネステャンスの拡大が図られ、また地域の逸品を

探している、地域ブランド色を出したい大手バイヤーにもビジネステャンスの拡大が可能である。

出展者 53社から商談希望あり129件の個別商談が実現した。

′

第 1部 (10:00～11:30) 大 手バイヤー8社 との商談会

京工百貨店 食品全般

パレスホテル立川 食品全般

フォレストイン昭和館 食品全般

小回急 OX食 品全般

三浦屋 食品全般

ナチュラル回一ソン 食品全般

東海大学八王子病院給食センター運営企業一(株)エム・ティー,フード 食 品全般

東海大学八王子病院コンビニ担当企業一(有)セゾオン コンビニ取扱商品全般

第 2部 (13:00～14:30)大 手バイヤー6社 との商談会

伊勢丹立川店(百貨店)食 品全般

伊勢丹立川店(百貨店)リ ビング

フォレストイン昭和館 全般(食品、備品 oto)

京エプラザホテル(新宿)食 品全般

三浦屋 食品全般

京エアートマン 雑貨全般

当日は、商談会場全体が緊迫した空気に包まれながらも、出展者、

大手バイヤー双方とも真剣な面持ちで、活気ある商談が繰り広げら

れた。

1社当たり10分から15分程度の商談時間の中で、自社商品を持参

じ熱心に PRす る出展者、またその商品を手にとって質問する大手バ

イヤーの姿が見られた。

ヽ

と体一す・≡一

(商品を手に取り試すバイヤー〉



フ月14日(金)① 司 :00～ ②19100～ 会場:花みどリエリア

「フィレンツエの夏」弦案カルテット

ガスパール カサド国際チェ回・コンクール実行委員会の協力により演奏をしていただいた。

多摩と島のDOKl☆ DOKIラ イブショー マッチン

7月 14日 (金)打 5日 (主)会 場 :特設ステージ

7月 14日 (金)

① l1 00～ 1ヽ:30o「SOuND OF Country永 遠のカントリーソングJ

リーダー藤井三雄他(立川市)

②l1 45～12:15●「南洋踊りJ    南 洋踊り保存会(小笠原村)

o「八丈島歌謡J    八 丈島観光協会推奨盤

③ 1245～ 13:15● 「SOUND OF Coun的 永遠 のカントリ
ーソング」

リーダー藤井三雄他(立川市)

④13130～1400o「 南洋踊り」   南 洋踊り保存会(小笠原村)

7月 15日 (」L)

①ll:00～1130o「 西多摩に息づく古典芸能」/雅 楽

武蔵御独神社倫人(青梅市)

o「笙」久保日英明 「筆集」片柳茂生

「龍笛」秋山佳久/能

観世流能楽師 中所宜夫、一橋観世会(あきる野)

②l1 45～12115o「獅子舞J   伊 ケ谷郷土芸能保存会(三宅村)

③12:45～13,15●「フラダンス」スタジオアロハ アインナノコ(羽村市)

0「フラメンコ」

立川フラメンコ倶楽部セど―ジャ(立川市)

o「よさこい」

立川富士子連親子隊よさこい同好会(立川市)

④1330～14:00o「南洋踊り」 南洋踊り保存会(小生原村)

|※7月 15日〈■)午後の悪天候のため、③「フラメンコ」は中断、③「よさこい」
l ④ 「南洋踊り」は舞合でのイベントは中止となった。南洋踊り保存会のご好
1 意 で「筒洋踊りJを「花みどウエリアJでご抜露いただいた。



ミニカルチヤー教室

7月 15日 (土)会 場:室内 B

出展者主催のミニカルチヤー数室。老若男女問わず、熱心に楽しんでいた。

①だれでも楽しめるアロマ 安心な虫除けスプレーを作ろう11(10:00～ 11:00)

講師!アロマコーディネーター 近藤和子

主催1隅ドリームメイクスエンターテイメントカンパニーリミテッド

※「多摩の物産(食品)」で出展

出席者 12名

出席者 13名

②『三原色はり絵』で絵を描こう1誰でも簡単に手を汚さず絵が描ける

講師 3原色はり絵作家

主催:東日紙業隅

(11:30～12130)   出 席者 13名

磯員佐代子

※「多座の物産(専門品)Jで出展

③グリーンインテリア『苔玉教室』

④オリジナルフォトアルバム

悪天候のため中止

( 1 3 : 0 0～1 4 : 0 0 )

講師!グリーンアドバイザー 大塚長実

主催i With Gerden(ウィズガーデン)日野店

※「多摩の物産(雑貨)Jで出展

(14:30～15:30)

議師 !アンペックス スタッフ

主催 :岡アンペックス  ※ 「多摩の物産 (雑貨)Jで出展



7月 14日 (金)Ⅲ 5日 (土)会 場:花みどリエリア

アミューズメント抽選会

バンフレット・たましんHP 「ヽ多摩ら・び」に印刷された抽選券を持参した方に地域のアミューズメント施設招待券

のプレゼントを行つた。

●くアミューズメントテケット提供企業 38社  (50音 順)〉

奥多座温泉もえぎの湯/健 康ランド スパ昭島/小 平天然温泉テル

メ小川/深 大寺温泉ゆかり/天 然温泉 ロテン'ガーデン/八 王子

温泉やすらぎの湯/ひ ので三ツ沢つるつる温泉/糟 原温泉センタ

ー数馬の湯/村 山温泉かたくりの湯/財 )公園緑地管理財団昭和

管理センター/サ ンリオピユーロランド/西 武園ゆうえんち/多 座テ

ック/東 京サマーランド/よみうリランド/小 笠原海運/北 島自然野

草園/京 三フローラルガーデン アンジエ/高 尾登山電鉄/東 海汽船/御 岳山ケーブルカー/御 岳山ケーブ

ルカー/NHKス タジオパーク/青 梅きもの博物館/玉 堂美術館/銀 座亜紀枝 刺子館/澤 乃井櫛かんざし

美術館/昭 和天皇記念館/せ せらぎの里美術館/立 川スターレーン/た ましん御岳美術館/た ましん歴史・

美術館/トリックアート美術館/土 鈴展示館 鈴蔵/八 王子市夢美術館/府 中市美術館/村 内美術館/吉

川英治記念館

東京産の苗木プレゼント
地産地消

7月 14日 (金)・15日(土)会 場:ゆめひろばエリア

「緑の地産地消」をコンセブトに、東京の線化を推進する(財)東京都農林水産振興財団が東京産の宙木を配

布した。同時に、「緑の募金運動」を行つた。

継



多摩のとつておき朝市

7月15日(土)会 場:花みどリエリア

地元の農家の方々による夏野案の直売を行つた。

多摩のとつておきミステリーく多摩の収穫体験> 地産地消

7月 15日 (」L)

多摩らいバ、倶楽部によるイベント。

会場からバスを走らせ、多摩の農家さんへ。収穫する野菜は、当日会場にて発表。

1回 目 10110出発

参加者 11名 (事前申込者 9名 、当日参加 2名 )

場所t立川市栄町の粕谷農園(ジャガイモ、人参収穫)

～幸町の清水農園(茄子収穫)

2回 目:1200出発

参加者 13名(当日参加)

場所!立川市一番町の荒井農園(きゆうリトマト収穫)

～内野農園(枝豆収穫)



たまふくマーケット

7月 14日 (金)・15日 (上)会 場:ゆめひろばエリア

多摩地域にある福祉施設や障がい者団体の活動を紹介。さまざまな、手づく

り品を展示=販売した。

ボスターウミンフレットを作成し、主催の東京都商工会連合会と各商工会及び多藤信用金庫77店舗をはじめ、

共催・後援先ヘポスター掲出、パンフレットの設置を依頼。広報 会報誌、新聞記事としても多数取り上げられ

た。その他、出展企業からもお客さまへ PRしていただいた。

また、立川訳コンコースに横断幕を掲出。立川バスの協力で、革内にバンフレットを設置していただいた。

ホームページも「多座の物産&輸 入品 EXPO'06J専用ページを設置した。また、物産関係のブログなどに取り

上げられ、クテコミも広がつた。

詳細は以下の通り

【TV】

・NHK総 合 (7/142045～ )

・マイテレビ

【新聞(記事として掲載)】

日本経済新聞 (6/23)(7/15)

・読売新聞 多摩版(6/29)

アサヒタウンズ (7/13)

【広報=会報誌等】

・市町村広報

・商工会、商工会議所会報

【その他情報誌等】                   十
 一 十一 十      … ……

「ぱど」Nは393  立 川市ツ(王子市・日野市・多庫市'昭島市'日立市の地域で合計346000部の発行

く」R立川駅 引ヒロ コンコース 横断幕〉



● 「出展者プレゼントJ

会期中、入場の際にお渡ししたアンケートにお答えいただいた方に、出展者よりご提供いただいた品々を、抽

選にてプレゼントした。

● 悪天候による会期途中の中止について

7月 15日 (土)は、年後より天候が悪化したため、出展者、来場者の安全確保のため予定より早く14時 30分

に終了とした。

以 上


