
おおた商い(AKINAI)・観光展2019 実施報告書（概要版）

1. 名称：おおた商い（AKINAI）・観光展2019 ～来て見て感じて“おおた”の心(おもてなし)～

2. 会期：令和元年10月19日（土）～20日（日）10時～17時（最終日は16時まで）

3. 会場：大田区産業プラザPiO 大・小展示ホール、コンベンションホール、会議室

4. 主催：大田区/（公財）大田区産業振興協会/大田区商店街連合会/東京商工会議所大田支部/
（一社）大田観光協会/（一社）大田工業連合会

5. 後援：国土交通省観光庁/経済産業省関東経済産業局/東京都/日本政府観光局/
（一社）日本旅行業協会

6. 協賛：日本空港ビルデング（株）/東京国際空港ターミナル（株）/京浜急行電鉄（株）
/東京急行電鉄（株）/（株）はとバス/東京モノレール（株）/（株）アトレ大森店
/ジェイアール東日本商業開発（株）グランデュオ蒲田

7. 出展対象者
(1)  名品・逸品（食品・日用雑貨品・工芸品）の展示・販売を行う大田区等の商店・企業
(2)  大田区の友好都市や羽田空港との運航都市の団体・企業
(3)  展示会において、個性やアイデアによりビシネスの拡大・産業間の連携を求める大田区等の商店・企業
(4)「観光のまち大田区」に資する、区内観光スポットの発見・再認識を促す団体・企業

8. 出展者：122商店・企業・団体（通常小間74＋コンパクトワゴン小間13＋テント7
＋2階地域活動団体出展者）

9. 来場者：10,815人

昨年度11,265人

10. Webサイト：https://www.pio-ota.jp/a-fair/2019/

［19日（土）曇一時雨 最高気温20.2度：5,101人］
［20日（日）曇 最高気温23.9度：5,714人］
［20日（土）晴れ 最高気温22.0度：5,961人］
［21日（日）晴れ 最高気温21.6度：5,304人］

11. 内容

大田区内の商店・企業・団体を中心に、「商い・観光・匠」といった大田区の魅力を多くの来場者に紹介する展示会である。
羽田空港再国際化、羽田空港跡地の産業交流施設建設計画、東京五輪に向けたソフト・ハード面の街づくり計画「大田区オリン
ピック・パラリンピック アクションプログラム」が進行する中、外国人客の受入れ態勢整備に向けた、区の観光資源の見直
し・発見や商業力向上を推し進めていく場とする。

今回の基本コンセプトは、以下のように定め、実行にあたった。
① 商いと観光を有機的に連携・融合させた展示・販売及びＰＲを行う。
② 会期以降にも商店街・個店への来店を促す取り組みを強化する。
③ 上記①②に資する特別テーマ展示・販売を企画・実施し、地域の活性化を図る。
④ 商いや観光を取り巻く環境の変化に対応するため、本展示会において、その対応策を検証する。
⑤ 特別テーマ展示・販売を企画・実施することにより幅広い客層（年齢、居住地等）を取り込む。

上記③の特別テーマ展示・販売では、“大田のお土産100選”受賞者を集めた特別販売コーナーを会場中央に設けた。また、
表彰式の終了直後に“大田のお土産100選即売会”を開催し、今年度受賞された商品を来場者にお披露目した。
上記④の環境の変化に対する対応策では、急増する外国人観光客対策の一環として、「OTA TRANSIT」や区内の日本語学

校に通う留学生から計40人程度を募集し、観光展で買い物をしてもらうなど、訪日外国人観光客への対応に向けた取組みを実施
した。参加した留学生には、1階会場内ステージで開催したワークショップ「食品サンプルを作ろう」と、観光情報センターで
の着付けを併せて、体験してもらった。また、出展者に向け、キャッシュレス決済事業者による導入説明会を9月に実施した。
連携イベントとして、「友好都市 ふれあいひろば」、「さかさ川通り おいしい収穫祭」、「第39回大田区しょうがい者の日

のつどい」、「第7回蒲田映画祭」の4つのイベントが同時開催された。
1階大展示ホール会場を「“大田のお土産100選”特別販売コーナー」「自慢の味覚コーナー」「生活・おしゃれコーナー」

「匠の技コーナー」「にぎわいコーナー」「ふるさとコーナー」「大田区商店街連合会」のエリアに分け、名品や伝統工芸、現
代の匠の技など、大田区の魅力を広く紹介した。
2階小展示ホールでは、『OTA観光まちづくり×まちめぐり』をテーマとし、観光地や鉄道やバスなどの紹介の他、ミニス

テージでのものづくりワークショップやトークショー、ボランティアガイドやミュージアム関連の紹介ブースなど、地域おこし
に関するヒト・モノ・コトが一堂に集まり賑わいを見せた。
昨年に引き続き、復興の一助となるべく、東日本大震災で被災した、岩手県及び茨城県から、地域産品などを展示即売してい

ただいた。
国道側入口前広場では、7張りのテントを構え、唐揚げや餃子、各種惣菜に加え、中国、韓国、インドなどの各国料理を提供

した。
併催イベントとして、「おおたの逸品」、「OTA！いちおしグルメ」、「大田のお土産100選」各受賞者の表彰式が開催され

た。また、大田観光協会による「シネパラ蒲田～第7回蒲田映画祭～」は9月28日から蒲田プラザ・アペアや大田区民ホールアプ
リコ、区内図書館でも実施されたが、10月19日、20日は、映画上映・トークショー・テーマ展示など、産業プラザ内で開催さ
れた。
また、大田区プレミアム付商品券の発行に伴い、商品券の利用促進に向け、ワンコインで充実した内容の商品・サービスを提

供する「ワンコイン祭り」企画を実施した。出展者がワンコインで「ニンニク一回つかみ放題」や数量限定販売、お得なセット
販売など多様な工夫を凝らし、来場者から好評を博した。

１ 開催概要

3 「出展者アンケート」内容（集計数：90枚）

Q1.出展の目的をお聞かせください。
（複数回答可）

Q2.貴社での来場者誘致活動はどの
ように行いましたか？（複数回答可）

Q3.出展の成果はいかがでしたか？
1) 宣伝効果・売上など(BtoC)

Q3.出展の成果はいかがでしたか？
2) 差し支えなければ、今回の出展
での売上金額についてお聞かせく
ださい。

Q3.出展の成果はいかがでしたか？
3) 商談(BtoBバイヤー等の商談のみ)
商談件数(総数)

Q3.出展の成果はいかがでしたか？
3) 商談(BtoBバイヤー等の商談のみ)
商談件数(有望)

Q4.会場のデザインや構成について、
その印象をお聞かせください。

Q5.次回もこのようなフェアに出展
したいと思いますか？

Q6 来場者の中で、キャッシュレス決
済を利用された方はいらっしゃいま
したか？

Q6 来場者の中で、キャッシュレス決
済を利用された方はいらっしゃいま
したか？
＜利用者数＞

Q7.プレミアム付き商品券を使用され
たお客様はいらっしゃいましたか？

Q7.プレミアム付き商品券を使用され
たお客様はいらっしゃいましたか？
＜利用者数＞

それ以上※

※(6人3件、7人1件、10人5件、27人1件、30人1件、50人1件)

商品・販売⽅法の
テストマーケティング



2 「来場者アンケート」内容（集計数：1,403枚）
12. 今回の特徴
(1) 出展後の集客拡大を図る工夫
①出展者向けセミナー
ア「キャッシュレス事業者による導入説明会」

区内の商業事業者が、インバウンド対策や日本にいるキャッシュレス決済の利用ユーザーを顧客として取り込むため、
キャッシュレス決済事業者である、PayPay株式会社、LINE Pay株式会社、株式会社Origamiを招き、導入方法や消費者・
事業者のメリット、消費者還元事業など、商い観光展の出展者に説明いただいた。

イ「販売戦略策定セミナー＆戦略試験ブース出展」
マーケティング活動の実践を通じ、商業力強化・創業促進を図るため、3回のセミナー（令和元年7月25日、8月22日、11

月12日）と商い・観光展出展のセットコースとして開催した。
ピーディーエスコンサルティングの髙田泰弘氏を講師に、マーケティングの基本的な考え方から、商品開発、出展数値計

画など、出展計画から商店経営に係ることまで多岐にわたって説明いただいた。
創業間もない事業者を含め7社・団体の参加者があり、全社・団体が商い・観光展に出展した。

②連携イベントウォーキングラリー（スタンプラリー）
規模を点ではなく、面に広げるという「面的広がり」の取組みにおいて、来場客の回遊性を高めるため、連携イベントの

4つの会場からスタンプを取得するウォーキングラリーを実施した。
アンケートの回答より、複数の会場を訪れた人数は900人以上あったことが確認できた。スタンプラリー抽選景品と一緒に
各出展者の店舗（事業）紹介チラシを配布し、会期後の実店舗（事業所）訪問を促した。

③ガイドブック
館内案内図・館内イベント情報を掲載した小冊子を作成し、会場で来場者に配布した。出展者の所在地、電話番号、ホー

ムページアドレスを明記して、会期後も利用しやすいものにし、さらに、「お得なクーポン」も付して来店を促すものとし
た。また、連携イベント情報も掲載し、他会場への回遊を促した。

(2) 当日集客イベントの開催
地域の活力を高め、来場者増につながる集客イベントを開催した。

①「シネパラ蒲田～第7回蒲田映画祭～」
・映画上映
「家族」、「遥かなる山の呼び声」、TVF参加作品上映会「わが街映像は地域を元気にする」コミュニティ映像傑作上映

・トークショー
女優・倍賞千恵子

・テーマ展示
「倍賞千恵子出演映画ポスター展」、「東京オリンピック」映画上映特別展示～1896-1964 回顧展、「わが人生の思い
出の映画たち展示」

②ステージ（1F大展示ホール）
ワークショップ「食品サンプルを作ろう」を開催。親子で楽しむことができる場をつくり、さまざまな年代の集客を図った。

③ステージ（2F小展示ホール）
もの作りワークショップの他、「電車」「まちおこし」「国際交流」などのテーマのトークショーを開催。

④「ワンコイン祭り」（1F大展示ホール）
大田区プレミアム付商品券の発行に伴い、最小額面である500円で楽しくお得なお買い物ができるワンコインキャンペーン
を実施した。2日間でワンコイン商品中心に500枚以上、約30万円相当の商品券の利用があり、半数近くのブースでプレミア
ム付商品券の利用があったことが確認できた。

⑤「まちあるきツアー」
東京都が実施する『ぶらっTOKYOさんぽ』の企画の一つとして「昭和レトロさんぽ」を開催。ゴールは観光展の会場とし、
観光展のPRと区外からの集客に努めた。

＜大田のお土産100選＞
■最優秀賞「かならずや 勝最中」 株式会社 wagashi asobi
■優秀賞「蒲田切子 東京ウォーターグラス 水鏡」 手仕事ショップ フォレスト
■奨励賞「藍の家亭 国産うなぎ串焼き6種」 うなぎ 藍の家亭／「置けば地球儀、ときどきカッター」 株式会社 三陽機械製
作所 ／「白いベークドチーズケーキ」 シティライツ／「鋼球スパイラル貯金箱」 有限会社 アイエヌビー／「パウンドケー
キ」 パウンドケーキ専門店 カトルカール／「ストールベスト」 アトリエ ヤスコ ／「COinCA 900」 アルプス化成 株式会
社 ／「リンゴ酵母の焼きカレーパン」 エストパニス／「大栗どら焼き」 株式会社 大國屋／「羽田大谷のにしん太巻昆布」
株式会社 大谷政吉商店／「大田まちめぐり百景」 大田マーチング委員会／「KOKONOTSU」 カフェと囲碁 ひだまり／「紫
香 小缶」 株式会社 川良海苔店／「座論梅食パン」 Crescent & Molly／「コティレドンのレーズンサンド」 COTYLEDON
／「池上シュー」 VANNI-ヴァンニ／「雪谷シフォン」 SUNNY DAYS／「SIMTO箸」 株式会社 志村精機製作所／「少女
と観覧車」 パティスリー ルージュブランシュ／「パズルDE大田区っきー」 西洋菓子 セルクル／「大阪寿司」 御鮓所 醍醐
／「華香」 羽田バル／「一枚鉸重ね皿」 株式会社 高桑製作所／「大田のり春巻き」 中華料理 華栄／「米粉のバターサン
ド」 T.sweets.Labo／「すっきり絞り器」 株式会社 東開製作所／「Ju-wreath Ota」 日進工業 株式会社／「多摩川大箸置
き」 日進精機 株式会社／「中性電解除菌機能水「αトリノスキンイオン水」100ml」 日本テクノ 株式会社／「はねだぷり
ん」 はねだぷりん・BookCafe羽月／「花文様装飾ダルマ」 Prakritik.Aanannda.Japan／「池上の忍茶」 plate lunch 
Nanary／「深雪もち豚 三宝漬 ギフトボックス入り 3種×2枚入り」 株式会社 マザーズ／「もう一度食べたくなる抹茶ティ
ラミス」 株式会社 都 MIYAKO／「海苔茶漬」 株式会社 守半總本舗／「特製 海苔茶漬5食入」 株式会社 守半海苔店／
「勝バーガー」 Boulangerie Towaie

＜おおたの逸品認定＞
「プレゼント入りバルーン」マーキーズ／「平和島チーズケーキ」ベルクルール／「食パン 松明（たいまつ）」トーチドット
ベーカリー大森店／「焼き菓子 エスカルゴ」フラマリオン／「特製焼きイモ」八百清／「たまちゃんブランド」たまちゃんブ
ランド

＜ OTA!いちおしグルメ＞
＜総合部門＞・autentico ・中華そば ちゃるめ ・だし和食 福もと ・是空
＜こだわり部門＞ ・パキスタン料理ザイカ ・めらんじゅ ・Larian

＜来場者性別割合＞ ＜来場者国籍割合＞＜来場者年齢層割合＞ ＜来場者居住地区割合＞ ＜職業別割合＞

Q１.過去に「おおた商い観光展」
（以下「商い観光展」）に来場した
ことがありますか？

Q2.今回の「商い観光展」は何で
知りましたか？（複数回答可）

Q3.ご来場の目的は？（複数回答可）

Q4.来場して印象に残ったものについてお
聞かせください。
1.大展示ホールなど（複数回答可）

Q4.来場して印象に残ったものについて
お聞かせください
2.小展示ホール・関連イベント（複数回答可）

Q4.来場して印象に残ったものについて
お聞かせください。
3.同時開催の連携イベントで行かれたイベントは？
（複数回答可）

Q5.今回「商い観光展」の会場内のサービス
（受付・案内板・休憩所・係員の対応等）や
会場の雰囲気はいかがでしたか？

Q6.商店街は皆様の暮らしに身近に
感じられますか？

Q7.次回２０２０年の「商い観光展」への
来場予定は？

ほとんど利用
しない
14％

週1回以上利用
する
49％

13. 運営
(1) 開催・施設管理： 大田区
(2) 企画・施設運営： 公益財団法人 大田区産業振興協会、 一般社団法人 大田観光協会、 大田区商店街連合会
(3) 会場設営・運営委託：株式会社エイチエヌディー・プラス


