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日本展示会協会事務局

日展協 AWARDS
◆展示会部門

新規開発賞 ： 東アジア園芸技術展
環境賞
： エコプロダクツ
東京モーターショー
グローバル賞： インテリアライフスタイル
東京国際家具見本市
FOODEX JAPAN
業界貢献賞 ： インターナショナルギフト・ショー（東京・大阪）
国際ロボット展

◆展示会サポート部門

◆人材育成部門

◆感謝状

2002 表彰受賞者 （敬称略）

飯田電機工業㈱
㈱イン・サポート
㈲ヴェント
㈱工芸社
㈱サン＆スタッフ
㈱鈴木電機
㈱ティ・シィ・エス
㈱テックス
㈱ムラヤマ
㈱ヤマザキ工業

日展協ビジネスカレッジにおける優秀グループ
安藤公一（(財)グランメッセ熊本）
一ノ瀬健史（(社)日本自動車振興会）
井上修一（サンキュウビジネスサービス㈱）
白井 聡（飯田電機工業㈱）
川口 昇（太陽装備㈱）
サルダン・MD・シャーヒン（㈱ネオネット）
田村公一（(財)岡山総合展示場）
中村恭一（(財)神⼾国際観光コンベンション協会）
橋本武仁（(社)北九州貿易会）
日小田知代（㈱ティ・シィ・エス）
深井亮太（㈱花とみどり社）
安江あづさ（(社)日本能率協会）
山本正哉（㈱熊日広告社）
山本 秀樹（(財)北九州コンベンションビューロー）
渡邉 智英（㈱鈴木電機）

(社)東京国際見本市協会（東京ビックサイト）
㈱日本コンベンションセンター（幕張メッセ）

日展協 AWARDS
◆展示会部門

新規開発賞 ： オートアフターマーケット EXPO
国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
環境賞
： 世界水フォーラム「水の EXPO」
セミコン・ジャパン
ＩＴ化促進賞： JAPAN SHOP、建築・建材展他
日本経済新聞社主催展
グローバル賞： インターナショナル・ファッションフェア
業界貢献賞 ： ビジネスショウ
東京国際ボートショー
HOTERES JAPAN
国際福祉機器展
日本国際工作機械見本市

◆展示会サポート部門

◆人材育成部門

◆感謝状

2003 表彰受賞者 （敬称略）

㈱インテリア・ニシダ
㈱エキスポ・インターナショナル
㈱フジヤ 東京支店
⻄尾レントオール㈱
㈱花とみどり社
㈱ヒラツカ・リース
東洋相互警備保障㈱
日本実務出版㈱
㈱ピーオーピー

東京ビックサイト電設協議会
幕張メッセ電気設備業者連絡協議会
日本貿易振興会 展示事業部⻑ 桜井悌司

(財)大阪国際経済振興センター（インテックス大阪）
(財)福岡総合展示場（マリンメッセ福岡）

日展協 AWARDS
◆展示会部門

2004 表彰受賞者 （敬称略）

新規開発賞 ： 国際光触媒技術展 2003
アクティブひゅーまんライフ 2003
環境省
： 2003 東京トラックショー
エコ・テクノ 2003（地球環境・新エネルギー技術＆
セミナー）
ＩＴ化促進賞： WPC EXPO 2003
e－Learning World 2003
計測展 2003 TOKYO
グローバル賞： IGAS 2003
Beauty world Japan
インターオプト´03
業界貢献賞 ： ウェステック 2003 廃棄物処理・再資源化展
ｲﾝﾀｰﾝｼｮﾅﾙ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ・ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞｼｮｰ 2003
INCHEM TOKYO 2003
第 22 回ｲﾝﾃﾘｱﾄﾚﾝﾄﾞｼｮｰ（JAPANTEX 2003）
日本国際工作機械見本市

◆展示会サポート部門

㈱アド・ポイント
㈱乃村工藝社
㈱廣目屋
㈱東貿クリエイティブ
中⻄電気㈱
㈱メディア・テクニカル
㈱アップビート
㈱本多芸能スポーツサービス

◆人材育成部門

さやか（㈱フジヤ）
智子（パシフィコ横浜）
裕史（(社)日本能率協会）
琢人（㈱博展）
八重（E.J.クラウス＆アソシエート日本支社）

◆感謝状

落合
山下
山本
茂澤
横井

㈱サンシャインシティ
㈱東京物流センター
(財)グランメッセ熊本

日展協 AWARDS
◆展示会部門

新規開発賞 ： スタイル・アジア
ひなの国九州フェスタ
環境・安全対策賞： インターナショナルギフト・ショー
ＩＴ化促進賞： 該当なし
グローバル賞： SEA JAPAN
業界貢献賞 ： 国際物流総合展
ウインターリゾート
国際ウエルディングショー
分析展
⻄日本陶磁器フェスタ

◆展示会サポート部門

◆人材育成部門

◆感謝状

2005
200 5 受賞者

貢献賞
優秀賞
奨励賞

Ａグループ ： ㈱エステー企画
㈱昭栄美術
Ｂグループ ： ㈱アズ・シーン
㈱岡元工業所
Ｃグループ ： ㈱シー・エヌ・ティ
㈱ドゥ・クリエーション
㈱ネオネット
： 平野 暁臣（空間メディアプロデューサー）
： 該当なし
： 松本 望（㈱ムラヤマ）
三輪 俊介（東京造型美術㈱）
元田 智博（E.L.クラウス＆アソシエート日本支社）
崔 紅英（㈱ケン＆スタッフ）

(財)⻄日本産業貿易見本市協会（⻄日本総合展示場）

日展協 AWARDS
◆展示会部門

新規開発賞 ： 危機管理産業展
環境・安全対策賞 ： びわ湖環境ビジネスメッセ
環境広場さっぽろ
ＩＴ化促進賞： NET＆COM
グローバル賞： 国際プラスチックフェア
業界貢献賞 ： 楽器フェア
スーパーマーケット・トレードショー
⻄日本トータルリビングショー
メカトロテック・ジャパン

◆展示会サポート部門

◆人材育成部門

◆感謝状

Ａグループ ： 東京造型美術㈱
㈱丹⻘社
Ｂグループ ： ㈱キャップ
㈱山崎工業所
㈲古谷設備工業
Ｃグループ ： ㈱マリコットサービス

貢献賞
優秀賞
奨励賞

： 渡辺 厚（情報伝達研究所）
： 該当なし
： 山口 真理（㈱東京ビックサイト）
鈴木 初恵（㈱幕張メッセ）
高橋 聡子（㈱ムラヤマ 横浜支店）
近藤 健介（(社)日本能率協会）

パシフィコ横浜
ポートメッセなごや

日展協 AWARDS
◆展示会部門

2006 受賞者

2007 受賞者

新規開発賞 ： インターナショナルホームファッションフェア
ラーメン産業展
国際次世代ロボットフェア
メッセナゴヤ〜環境見本市
グローバル賞： 神⼾国際宝飾展
nano tech 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
業界貢献賞 ： MOBAC SHOW（国際製パン製菓関連産業展）
東京国際包装展（東京パック）
⻄日本総合機械展
セミコン・ジャパン

◆展示会サポート部門

◆人材育成部門

Ａグループ ： ㈱サンケイビルテクノ
㈱ビジネスアート
Ｂグループ ： 櫻井工業㈱
Ｃグループ ： ㈱上野風月堂
㈱ニュー・トーキョー
㈱晴海ヴォワール
㈲日比谷松本楼
和光産業㈱

奨励賞

－

： 澤田
岩井
永井
水島

佳子（㈱ドゥ・クリエーショーン）
寿美（㈱花とみどり社）
達也（(社)日本能率協会）
文（パシフィコ横浜）

展示会大賞 2008 受賞者

日展協 AWARDS

2008

－

◆新規開発部門

最優秀賞 「IT pro EXPO」（日経 BP 社）

◆環境・安全部門

最優秀賞 「エコプロダクツ 2007」
（日経新聞社ほか）

◆業界貢献部門

最優秀賞 「電設工業展 2007」
（電設工業協会）

◆人材育成部門

宮地

克昌氏（福山大学客員教授）

◆特別賞

石積

忠夫氏（リードエグジビションジャパン）

◆日展協大賞（グランプリ）

－
◆新規開発部門
◆環境・安全部門
2009」
◆業界貢献部門

「IT

pro EXPO」

展示会大賞 2009 受賞者

日展協 AWARDS

2009

－

最優秀賞 「航空宇宙産業技術展 2008」
（日刊工業新聞社）
最優秀賞

「第 67 回東京インターナショナルギフト・ショー春
（ビジネスガイド社）

最優秀賞 「⻄日本インポートフェア 2008」
（⻄日本産業貿易コンベンション協会）
最優秀賞 「いきいき福祉 2008」
（事務局・北海道新聞社、事務局分室・札幌産業流通振興協会）

◆人材育成部門

湯川

智子氏（ドゥ・クリエーション）

◆日展協大賞（グランプリ）

「第 67 回

東京インターナショナルギフト・ショー春 2009」

日展協 AWARDS

2010 表彰受賞者 （敬称略）

◆新規開発部門
「今治海事展／BARI-SHIP」UBM ジャパン㈱
「リビング＆デザイン」(社)大阪国際見本市委員会

㈱乃村工藝社

◆環境貢献部門
「エコプロダクツ 2009」
日本経済新聞社
(社)産業環境管理協会 ㈱日経ピーアール
◆業界貢献部門 地域貢献の部
「おおた工業フェア」
(財)大田区産業振興協会 サクラインターナショナル㈱
◆業界貢献部門 展示会サポートの部
サクラインターナショナル㈱
◆日展協大賞
「エコプロダクツ 2009」日本経済新聞社

(社)産業環境管理協会

日展協 AWARDS

2011 表彰受賞者

日展協 AWARDS

2012 表彰受賞者

㈱日経ピーアール

実施されず。該当なし

日展協産業大賞部門受賞者
◆奨励賞 「関⻄機械要素技術展」 （リード エグジビション ジャパン株式会社）
◆奨励賞 「インターペット〜人とペットの豊かな暮らしフェア」 （メサゴ・メッセフ
ランクフルト株式会社）

日展協産業貢献部門受賞者
◆電設工業展（第 59 回） （一般社団法人日本電設工業協会）
◆国際宝飾展 ＩＪＴ（第 23 回） （リード エグジビション ジャパン株式会社）
特別賞
◆夢メッセみやぎ （財団法人みやぎ産業交流センター）

日展協 AWARDS

2013 表彰受賞者

展示会産業貢献賞
◆ＴＥＣＨＮＯ－ＦＲＯＮＴＩＥＲ2012 （一般社団法人日本能率協会）
◆ネプコンジャパン 2012 （リード エグジビション ジャパン株式会社）
展示会産業大賞部門 「激励賞」
◆ＴＥＭＳ （ソクネット・プランニング・リミテッド）
◆Ｅｍｂｅｄｄｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ2012／組込み総合技術展
展示会産業大賞部門 「特別賞」
◆ふるさと祭り東京
ふるさと祭り東京実行委員会 株式会社東京ドーム

日展協 AWARDS

2014 表彰受賞者

１）成⻑拡大賞
①高機能素材ワールド 2013
リード エグジビション ジャパン㈱
２）グローバル賞
① nano tech 2013 国際ナノテクノロジー総合展・技術会
㈱ＩＣＳコンベンションデザイン
② スマートエネルギーWeek2013
リード エグジビション ジャパン㈱
３）産業貢献賞
① コールセンター／ＣＲＭ デモ＆コンファレンス 2013in 東京
㈱リックテレコム／ＵＢＭジャパン㈱
② 日本ものづくりワールド 2013
リード エグジビション ジャパン㈱
③ Creative Material“Futu Rush”
㈱ムラヤマ
④ 仮想展示会「シャノン バーチャルイベント」
㈱シャノン
４）社会貢献賞
①「労働災害の撲滅／労働環境の適正化」運動
ディスプレイ業安全施工推進会

５）特別賞
① 「旅フェア」による国内観光振興への⻑年の取り組み
公益社団法人日本観光振興協会
② 日本標準産業分類における内容例示「展示会（見本市を含む）の企画・運営業」の
実現
展示会業界全体

日展協 AWARDS

2015 表彰受賞者

実施されず。総務委員会のなかに、２０１６年度以降、どのようなコンセプトで行うかにつ
き、検討会を設置することになった。
以

上

