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令和 3 年 6 月 16 日 

  

 

 

 

２０２１年６月２４日（木）・２５日（金・友引） 
パシフィコ横浜 展示ホールＢ・Ｃにて開催 

『月刊フューネラルビジネス』をはじめとする各種経営情報誌を発行する綜合ユニコム株式会社(本社 東京都中

央区）では、2021年 6月 24日(木)・25日(金・友引)の両日、パシフィコ横浜にて 24回目となる葬祭サービス産業

の総合展示会＆シンポジウム『フューネラルビジネスフェア 2021』を開催いたします。 

◆ 

フューネラルビジネスフェアは、1996 年に葬祭業界随一のＢtoB の総合展示会として、葬祭業界の経営情報誌『月

刊フューネラルビジネス』の創刊とともに第 1回を開催いたしました。以来、葬儀の規模や形式、消費者の価値観の

多様化に伴なって業界が変遷するなか、一貫して有力な指針となる情報提供に努めてまいりました。 

2020 年はコロナ禍を受け 6 月の開催を見送りましたが、「フューネラルビジネスフェア 2021」では、新しいフェーズ

に突入した業界に向けて、現状を把握し、時代に応じた葬儀の価値を考える葬祭サービスの総合展示会＆シンポ

ジウムとして開催してまいります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■「フューネラルビジネスフェア２０２１」開催概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜プレスリリース＞ 

１．名   称 ：フューネラルビジネスフェア 2021 ＜FUNERAL BUSINESS FAIR 2021> 

２．会   期 ：２０２１年６月２４日（木) ・２５日(金・友引) 

３．会   場 ：パシフィコ横浜 展示ホールＢ・Ｃ 

４．入 場 形 式：限定招待制（業界関係者のみ。一般の方の来場はお断りしています） ※入場無料／事前登録 

５．同時開催 ：フューネラルビジネスシンポジウム 2021（有料講座）全２４講座 

        ステージ企画 全２１セッション／フラワーデザイニング祭壇提案コーナー 協力４社 

６．後  援 ：全日本冠婚葬祭互助協会（全互協）／全日本葬祭業協同組合連合会（全葬連）／ 

        全国霊柩自動車協会（全霊協）／全国石製品協同組合（全石協）／ 

        全日本宗教用具協同組合（全宗協）／国際葬儀連盟（FIAT-IFTA） 

７．主 催：綜合ユニコム株式会社／月刊フューネラルビジネス 

８．W e b サイト： https://www.sogo-unicom.co.jp/funeral/fair/index.html 

https://www.sogo-unicom.co.jp/funeral/fair/index.html
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新規事業の提案から現場のノウハウまで。葬儀社･担当者を支援する全２１セッション 

出展企業プレゼンテーション、実演・公開セミナー 

スマホでおくる訃報・香典サービス ／ 葬儀社スタッフのパーソナルブランディング ／ 

葬祭会館リニューアルのポイント ／ 新発想ローコスト出店戦略 ／ 遺骨ジュエリー提案 

／ 野立て看板による集客戦略 ／ 事故物件の再生手法と提携提案 ／ 高齢者向けビジネス提案 

／ CO2ゼロのご遺体冷却システム ／ 葬儀における IT活用 ／ 利益目標達成の営業戦略 ／ 葬儀司会上達の法則 

／ 相続手続きのアフターサポート提案 ／ 葬儀管理システムの活用提案 ／ 消毒剤の特性を知る衛生講習会 ／ 

ニューノーマルの新たなおくり方「旅葬」紹介 ／ 生花の挿花基礎技術 ／ 信託口座を利用した生前契約サポート 

／ 「デジタル終活」Facebook グループオフラインミーティング ／ コロナ禍での適正な製品選びの衛生講習会 

■開催にあたって 

 
2021年、「葬祭業界 Reスタート」 
この 1 年余り、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、会葬者を制限した近親者のみの家族葬がふえ、

一日葬や直葬の比率が高まりました。人が集う通夜振舞いや精進落としを控えなければならないようにな

ったほか、宗教儀礼を省略した本来の姿ではない葬送も余儀なくされ、葬儀が変わってしまいました。葬

祭事業者には葬儀の本質を、葬儀を行なう意義を伝えていく責務があり、コロナ禍のいまこそ広く訴えか

けていかなければ、この先血縁・地縁・社縁が希薄化し、葬送の場がさらに社会生活から離れていくこと

が容易に想像できます。 

葬祭業界が一丸となりこの難局を乗り越えていくうえでも、これまでできなかった情報交換の場として葬

祭事業者の経営者・スタッフと出展企業が展示会場に集い、withコロナ・ニューノーマル時代を見据えた

葬祭サービスの方向性を探る総合展示会として「フューネラルビジネスフェア 2021」を開催いたします。 

 

■出展対象 （出展１０７社）※カタログ展示含む 

・葬具 ：棺、骨壺、霊柩車、仏衣 など 

・付帯サービス ：返礼品、弔文サービス など 

・フューネラルフラワー ：生花祭壇装飾 など 

・業務支援 ：IT ソリューション、アプリ活用、 など 

・会館設計・設備機器 ：家具、会館デザイン など 

・ビフォー・アフターサービス ：仏壇、仏具、埋葬サービス など 

 

■必見！企業経営や実務、顧客サービスに役立つ提案を無料公開！ 

 

 

 

 

 

※2019 年開催時の様子 

“花”によるバリューアップ提案 

【フラワーデザイニング祭壇】提案コーナー 

家族の最後の「こうしてあげたい」という思いを叶える空間演出として、 

“花を素材にした創作祭壇”を展示いたします。またステージ企画では、 

生花祭壇設営における挿花基礎技術の公開セミナーも行ないます。 

協力企業：㈱フォーシーズンズ／㈱ナイン／㈱ユー花園（※公開セミナーも担当）／㈲和光造花製作所 

※画像は過去開催の風景です

です 

※画像は過去開催の風景です

です 
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■同時開催 「フューネラルビジネスシンポジウム 2021」 

業界最新動向から実務スキル指導までをテーマとした、業界人のための全２４講座！ 

専門葬儀社、互助会、ＪＡ等、各立場の葬祭サービス事業者をはじめ、有識者、専門家らが多数登壇。

葬祭事業や企業経営に真剣な経営者層を中心に２４講座を開講いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 ■業界キーマンによる講演が目白押し！ 

 ■葬祭業界注目の事業者が明かす有事の時こその経営戦略 

 ■「葬儀外事業の多角化」「コロナ対策」「ＳＤＧｓ」等のテーマも満載 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

◆すべての葬祭事業関係者にお勧めする注目講座 

6/25（金）13:00～14:00【B-7講座】 

●重要性高まるグリーフケアの意義と役割 

 佐久間 庸和 ㈱サンレー 代表取締役社長 

        全日本冠婚葬祭互助会 副会長 
 

6/24（木）10:00～11:00【A-1講座】 

●ＮＥＸＴ。有事にこそ積極策・提案力がカギ 

 菅原 裕典 ㈱清月記 代表取締役社長 
 

6/25（金）11:30～12:30【B-6講座】 

●新生ティアが描く次なる成長戦略の要諦 

 冨安 徳久 ㈱ティア 代表取締役社長 
 

6/25（金）11:40～12:40【A-7講座】 

●いまこそできる！ 上位プランへのアップグレード提案術 

 中川 貴之  むすびす㈱ 代表取締役社長 
 

6/24（木）13:00～14:00【A-3講座】 

●パネルディスカッション：ＪＡ葬祭の経営革新と未来像 

 丹野 浩成 ㈱ＪＡ東京中央セレモニーセンター 代表取締役社長 

 長岐 正志 ㈱ジェイエイ大館・北秋田葬祭センター 元 代表取締役専務 

 成清 弘常 ㈱ＪＡセレモニーさが 葬祭事業部取締役部長 
 

6/24（木）11:00～12:30【B-2講座】 

●全国遺族調査が示唆する葬儀の明と暗 

 カール・ベッカー 京都大学大学院 政策のための科学ユニット 教授 
 

6/24（木）13:00～14:00【B-3講座】 

●「築地本願寺の改革」に学ぶ葬祭業イノベーションの道 

 安永 雄玄 浄土真宗本願寺派築地本願寺 代表役員・宗務長 

       グロービス経営大学大学院 教授 
 

6/24（木）16:00～17:00【B-3講座】 

●中規模葬儀社にちょっといい話 

 上村 伸一 ㈱ＫＡＭＩＭＵＲＡ 会長    

～敬称略。このほか、多数の経営者・有識者の方々にご登壇いただきます 

 

 

※報道関係の方々におかれましては、業界動向の参考として１社２講座まで受講いただけます。 

ただし有料講座のため、講演内容の詳細の掲載はご遠慮ください。 
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＜参考＞ 

■2019年開催結果報告   ※2020年は開催見送り 

 

 

 

 

 

 

●来場目的（来場者アンケートより。複数回答 N=748） 

 

 

 

 

 

 

 

●フューネラルビジネスシンポジウムの満足度（受講者アンケートより N=1,024） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ご来場にあたっては、 

新型コロナウイルス感染症 

対策に御協力ください 

※新型コロナウイルス感染症に対し、事務局では、政府、厚生労働省の指針など必要な情報の収集に努めつつ、会場と連携し、予防措置と 

安全対策等、慎重に開催運営の準備を進めております。今後の状況の変化によって変更が生じた場合は、随時展示会のWebサイトなど 

で発表いたします。 

※本リリースは 2021年 6月 16日時点の情報です。予告なく変更する場合もございます。 

※本展示会、およびシンポジウムは業界関係者向けです。 

一般の方はご入場いただけませんので、情報配信時は、その旨を明記頂くようお願い致します。 

※本リリース掲載の画像はすべて本展示会の過去開催のものです。 

 

 

 

 

 

会場：パシフィコ横浜 展示ホールＣ・Ｄ 

出展社数 ：127社（242小間） 

来場者数 ：2019年 6月 17日（月）    晴れ  ６,８２３名 

      2019年 6月 18日（火・友引） 晴れ  ５,００６名 

総来場者数      １１,８２９名 

※来場者の集計は、受付にて来場者登録をいただいたもので、未登録の入場者は含まれておりません 

３．併催：フューネラルビジネスシンポジウム 2019 全 27講座 延べ 1,911名受講 

とても役に立った

67.0%

まあ役に立った

21.3%

どちらとも言えない

2.6%

あまり役に立たなかった

1.5%

全く役に立たなかった 0.5% 無回答 7.1%

■報道関係のお問合先■ 

「フューネラルビジネスフェア 2021」綜合ユニコム㈱ 展示会事務局 

担当：小長谷・吉岡・日比野 

TEL.03-3563-0420（直通）  FAX.03-3564-2560  mail：fbf@sogo-uni.com 
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ＦＡＸ返信用紙 
ＦＡＸ.０３-３５６４-２５６０ 

◆ 

綜合ユニコム㈱／『月刊フューネラルビジネス』 主催 

フューネラルビジネスフェア２０２１ 
      

（同時開催：フューネラルビジネスシンポジウム２０２１） 

◆ 

 

■日時■ ２０２１年６月２４日（木曜日） １０：００～１７：００ 

６月２５日（金曜日） １０：００～１６：３０ 

■会場■ パシフィコ横浜 （神奈川県横浜市西区みなとみらい１−１−１） 

※受付・・・フューネラルビジネスフェア事務局（パシフィコ横浜展示ホール B／受付開始９：００～） 

 

□６月 ２４日 （木）の取材を希望する 

□６月 ２５日 （金）の取材を希望する 

貴社名  

ご芳名  

ご所属  

ご役職  

媒体名  

ご連絡先 

TEL  

FAX  

Mail  

※取材をご希望される場合は事前に返信いただくか、当日事務局に本用紙をお持ちください。 

 

■お問合先■ 

「フューネラルビジネスフェア２０２１」事務局 

綜合ユニコム株式会社 展示会事務局 

TEL.03-3563-0420（直通）  FAX.03-3564-2560 


