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会場レイアウト・出展者一覧

出展者一覧

青海展示棟・Aホール 青海展示棟・Bホール

三菱商事

日本パレットレンタルCBcloud

サンクレエ

フレクト

ワコン

ユーシン精機

札幌臨海小樽・
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日本加工食品卸協会

アクト
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食品産業
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日付 天気 来場者数
※1

のべ来場者数
※2

10月7日（水） 曇り
時々雨 3,189名 8,952名

10月8日（木） 雨 3,154名 8,889名

10月9日（金） 雨 3,736名 10,112名

合計 10,079名 27,953名
※ 1　 会期中 1 回のカウントとし、再入場は含まない。
※ 2　本展に入場したのべ人数（同日内の再入場を含む）

■来場者数
北海道
0.4%

東北
0.7%

　　北関東 2.8%
　　埼玉　 7.2%
　　神奈川 7.8%
　　千葉　 4.5%
　　東京  65.1%

北陸・甲信越
1.4%

東海
3.8%近畿

4.7%

中国・四国
0.6%

九州・沖縄
1.0%

■地域分類

来場者アンケート集計結果

Q1 本展に来場したきっかけは？

案内パンフレット

上司・同僚・知人などから
すすめられた

インターネット

メールマガジン

雑誌や新聞、
WEBバナー広告

0 10 20 30 40 50 60 70

56.3%

27.5%

15.4%

1.8%

18.2%

　  〈内訳〉
主催者　 48.6%
出展者　 51.4%

Q3 ご来場の目的は達成できましたか ?

達成できなかった
18.6%

８１．４％
達成できた

Q5 来場したご感想（一部抜粋）

◆実際に来場し実機を見れてよかった。
◆ 各展ごとにテーマが分かれており、会場を回りやす
かった。
◆ 実際の調理模様・過程が見られて参考になった。
◆ 食品という幅広い業界を網羅しており、濃い内容で
充実していた。
◆ 導入を考えている製品の実演を見学・体験ができた。
◆ 食品の各テーマに焦点を当てたセミナープログラム
が魅力的だった。

Q4  新しい材料・技術・製品・設備・サービス
の導入に関して、あなたの役割は？

特に役割はない
19.8%

導入のアドバイスを
する立場である 29.6%

選定をほぼ決定
づけている 15.4%

開発・設計などの
立場から意見を言う 
13.9%

利用する
立場から
意見を言う
11.2%

最終決定する
権限を持っている 10.1%

設備導入のキーマン
５５．１％５５．１％

Q2 本展に来場された目的は？（複数回答）

製品・サービスの
情報収集

業界動向や企業の
情報収集

製品・サービスの
導入検討

セミナーに参加する

新規取引先を探す

次回の出展を
検討する

その他

0 10 20 30 40 50 60 70 80

48.1%

34.5%

72.7%

15.9%

19.4%

2.9%

2.0%

Q6 次回のご来場予定は？
来場しない 2.8%

必ず
来場する
26.5%

できれば来場したい
70.7%

次回も来場
９７．２％９７．２％

来場者分析
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来場対象者の購読比率の高い各業界
専門紙誌へ来場誘致広告を実施。そ
の他に WEB ニュースサイトでのバ
ナーや特集記事の掲載を通じ、最新
の情報を発信した。

■ 業界専門紙誌への広告・
記事掲載

公式サイト上で、主に出展者情報や
セミナースケジュールなどを掲載。
事前来場登録やセミナー聴講登録を
受け、閲覧者の来場意欲を喚起した。

■公式WEBサイト

来場対象となる企業・団体・関係者へ向け、ダイレクトメールを一斉
発送。また、主催団体や関係団体などを通じてキーマンへの配布をお
こなった。

■案内パンフレット
テレビ局をはじめ、各業界専門紙誌等のプレス関係者へ向け、プレ
スリリースを会期前に発表。会期当日の取材を働きかけた。

■パブリシティ

来場誘致活動

来場対象者へ向けてメールマガジン
を定期的に配信。出展者・セミナー
情報を中心として、随時新しい情報
を届けた。

■メールマガジンの配信

新型コロナウイルス対策について

◆しっかりとした衛生的な管理・対策が施されていた。
◆QRコードでの入場管理など、厳重な対策を実感できた。
◆会場ブース・セミナー会場等のソーシャルディスタンスが徹底されていて安心して回れた。
◆入場時の検温、消毒ブース配置など、全体的に対策を行っており安心できる環境だった。
◆密にならないよう、工夫した会場設計がなされていた。

新型コロナウイルス対策の感想（一部抜粋）

　事務局では「新型コロナウイルス」の会期中の対応として、政府や自治体等のガイドラインに沿った感染症
対策を実施。マスク着用の呼びかけから、入場時の検温、会場内の消毒、ソーシャルディスタンスの確保、館
内の換気、QRコードによる来場管理システムなど様々な箇所で徹底した対策を行い、出展者・来場者共に安
心できる環境をつくった。

37.5℃
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■ 主　　催：フードシステムソリューション（F-SYS）実行委員会
■ 共　　催：アテックス（株）
■ 後　　援：文部科学省、農林水産省、厚生労働省、経済産業省（順不同）

■ 協　　賛：オール日本スーパーマーケット協会、
（公財）学校給食研究改善協会、学校給食用食品メーカー協会、
（一社）関東学校給食サービス協会、（公社）集団給食協会、
（一財）食品産業センター、（一社）全国スーパーマーケット協会、
（一社）全国栄養士養成施設協会、（公社）全国学校栄養士協議会、
（公社）全国調理師養成施設協会、（公社）全日本司厨士協会、
全日本私立幼稚園連合会、（公社）日本医師会、

（一社）日本医療福祉セントラルキッチン協会、
（一社）日本医療法人協会、（公社）日本栄養士会、
（一社）日本エレクトロヒートセンター、日本介護食品協議会、
（一社）日本学校調理師会、（公社）日本給食サービス協会、
（公財）日本健康・栄養食品協会、（公社）日本食品衛生協会、
（一社）日本食品添加物協会、（公社）日本炊飯協会、
（一社）日本スーパーマーケット協会、
（公社）日本精神科病院協会、
（公社）日本全職業調理士協会、（公社）日本調理師会、
（一社）日本ハンバーグ･ハンバーガー協会、（一社）日本病院会、
（一社）日本フランチャイズチェーン協会、
（一社）日本弁当サービス協会、（公社）日本べんとう振興協会、
（公社）日本メディカル給食協会、
日本メディカル ニュートリション協議会、

（一社）日本冷凍食品協会 （50 音順）

委員長

金田　雅代 女子栄養大学　名誉教授

委　員

石川　祐一 茨城キリスト教大学 生活科学部食物健康科学科 教授

茂木さつき 自治医科大学附属病院 臨床栄養部 栄養管理室長

田辺　義貴 （一社）食品産業センター 専務理事

伊藤　　武 （一社）東京顕微鏡院 名誉所長

臼杵　徳一 （一社）都市農山漁村交流活性化機構 専務理事

小熊　啓一 （一社）日本エレクトロヒートセンター 事務局長

桑﨑　俊昭 （公社）日本食品衛生協会 専務理事

大隅　和昭 （一社）日本惣菜協会 常務理事・事務局長

土井　悦子 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 栄養部 部長

寺部　良洋 （株）AIHO 代表取締役社長

谷口　秀一 タニコー（株） 代表取締役社長

中西　一真 （株）中西製作所 代表取締役社長

齋藤　有史 日本調理機（株） 代表取締役社長

竹茂　　昭 アテックス（株） 代表取締役社長

（順不同・敬称略　所属・役職は就任当時）

実行委員会

開催概要

フードシステムソリューション
FOOD SYSTEM SOLUTION

F-SYS は、給食市場に焦点を当てた設備・機器の専門展として、16 回目の開催を迎えた。
学校・病院・高齢者施設関係者など、コロナ禍の中、意欲的な来場者が会場に足を運んだ。
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来場者分析

来場者からのリクエスト・意見（一部抜粋）

■部　署

経営・管理
19.2%

品質管理
8.6%

設備導入・管理 14.9%

栄養管理・調理
8.2%

営業・広報 15.2%

研究・開発
7.9%

企画・調査・
マーケティング
8.1%

その他 17.9%

学校給食 6.7％

食品製造業
※弁当・惣菜メーカー含む
13.3％

公的機関 5.8％

フードサービス
14.2％

小売・流通・商社 20.6%

その他 13.9%

機器・
設備メーカー
10.1%

建築・設計・
エネルギー
8.3%

病院・
高齢者施設
7.1％

給食サービス 9.8%
外食関連等  4.4%

学校給食

板橋区立高島第一小学校 栄養管理・
調理 衛生管理を効率化したい

学校給食研究改善協会 研究・開発 学校給食用食品素材

関東学校給食サービス協会 － 衛生管理、労働災害

こばと会  あおぞら保育園 栄養管理・
調理 切菜機、食器、食具等

ナオミの会  ナオミ保育園 － 保育園給食の機材について

大和市立林間小学校 栄養管理・
調理 ブラストチラー

公的機関

秋田県大仙市役所 － 地方の食品
地方の資源との接点

所沢市教育委員会 経営・管理 給食設備など

病院・高齢者施設

NHO神奈川病院 栄養管理・
調理 厨房機器、HACCP 関連、食器

箱根リハビリテーション
病院

栄養管理・
調理 再加熱カート

フードサービス

イオンイーハート 設備導入・
管理 調理設備・機器における省人化

壱番屋 設備導入・
管理

飲食店店舗の省人化や管理強化につながる新しいサービス・
商品などに興味があります。

エームサービス － 厨房設備・環境対応システム

魚国総本社 営業・広報 省力化厨房機器

シダックス 品質管理 給食、食物アレルギー対応食品、テイクアウト

日清医療食品 営業・広報 自動化・省人化・生産性向上面の技術関連について

フォックスマーク － 温度管理システム
使用期限管理

フライングガーデン 設備導入・
管理

大量調理　衛生管理　HACCP　異物対策　物流設備　
食品機械

プリンスホテル 栄養管理・
調理 大量調理、セントラルキッチン

レパスト 経営・管理 協働ロボット導入検討、自動化・省人化

■業　種
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10月 8日（木）
FB-01 11：00～12：30

コロナ感染下における病院フードサービスの対応
コーディネーター パネリスト パネリスト パネリスト

茨城キリスト教大学
生活科学部 食物健康科学科 教授

群馬県済生会前橋病院
栄養科 係長

神奈川県済生会
横浜市東部病院 栄養部 課長

社会福祉法人 新潟市社会事業協会
信楽園病院 栄養科 主任

石川 祐一氏 宮崎 純一氏 工藤 雄洋氏 細川 学氏

コロナ感染下の病院におけるフードサービスの状況を共有したタイムリーな企画。
当日会場では、パネルディスカッション形式で有益な情報発信が行われた。

10月 7日（水）
EX-03 15：00～15：45

学校給食の調理現場の調理時間の短縮と食中毒防止への対策を紹介
講　師

タカギ冷機（株）　
企画管理部 営業推進課 課長

市川 泰之氏

出展者セミナー

病院給食特別企画

フードシステムソリューション
FOOD SYSTEM SOLUTION
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■ 今回ご出展の理由は？（複数回答） ■  製品・サービスに対する情報交換・意見収集
の場として

■ 既存顧客へのアピールの場として ■ 新規顧客獲得の場として

■ 来場者と貴社ターゲットのマッチングについて ■ 販促・商談の場として

出展者アンケート集計結果

さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）
●幼稚園・保育園の経営者　　　●管理栄養士・調理師　　　●外食チェーン　　　●病院の栄養士　…等

出展者の声（一部抜粋）
◆ 実機を見てこそ価値を見出す展示会なので、コロナ禍であ
れ開催に安心した。
◆ 具体的な課題解決の目的を持った来場者が多い印象だった。

PRしたい対象者が
来場する為

新規顧客獲得の場として
期待した

開催コンセプト（出展対象）が
合致していた

前年に出展・来場した印象が
よかった

同業他社が
出展している

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

66.1%

62.4%

79.0%

17.6%

31.7%

期待以下 17.3% １０．１％

７２．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８２．７％８２．７％

期待以下
30.6%

６．５％

６２．９％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

６９．４％６９．４％

期待以下
24.4%

６．２％

６９．４％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７５．６％７５．６％

期待以下
24.6% １４．１％

６１．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７５．４％７５．４％

期待以下
20.3%

８．３％

７１．４％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７９．７％７９．７％

◆ 予定よりも多くの来場者とマッチングできた。
◆ コロナ禍のため、明確な目的をもってこられる方が多かった。
◆ 出展により新規顧客と商談できるきっかけとなった。
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フードセーフティジャパン
FOOD SAFETY JAPAN

フードファクトリー
FOOD FACTORY

11 回目の開催となるフードセーフティジャパン（FSJ）、6回目の開催となるフードファクトリー（FF）は、
食の安全・安心、食品工場の設備機器の専門展として、業界関係者に広く浸透している。
目的意識の高い来場者と出展者による濃密な情報交流・商談が魅力。

■ 主　　催：（一財）食品産業センター、（公社）日本食品衛生協会
■ 共　　催：アテックス（株）
■ 後　　援：農林水産省、厚生労働省、経済産業省（順不同）

フードセーフティジャパン（FSJ）
■ 協　　賛：塩ビ食品衛生協議会、（一社）食品衛生登録検査機関協会、

（一財）食品環境検査協会、（公財）食品等流通合理化促進機構、
全国菓子工業組合連合会、全国製麺協同組合連合会、

（一社）全国清涼飲料連合会、全国調理食品工業協同組合、
（一社）全国発酵乳乳酸菌飲料協会、（一社）日本アイスクリーム協会、
日本うま味調味料協会、日本菓子 BB 協会、（一社）日本果汁協会、

（公社）日本缶詰びん詰レトルト食品協会、（公社）日本給食サービス協会、
（公財）日本健康・栄養食品協会、日本香料工業会、
（一社）日本食品機械工業会、（一社）日本食品添加物協会、
（一社）日本食品包装協会、協同組合 日本飼料工業会、
（公社）日本炊飯協会、日本生活協同組合連合会、（一社）日本惣菜協会、
（一社）日本即席食品工業協会、（一社）日本厨房工業会、
（一社）日本乳業協会、（一社）日本乳容器・機器協会、
日本ハム・ソーセージ工業協同組合、（一社）日本パン工業会、

（一社）日本フードサービス協会、（一社）日本弁当サービス協会、
（公社）日本べんとう振興協会、日本マーガリン工業会、
（一社）日本ミネラルウォーター協会、（一社）日本冷凍食品協会、
（一社）日本冷凍めん協会、ビール酒造組合、ポリオレフィン等衛生協議会、
（一財）流通システム開発センター （50 音順）

フードファクトリー（FF）
■ 協　　賛：全国菓子工業組合連合会、全国製麺協同組合連合会、

（一社）全国清涼飲料連合会、（一社）全国発酵乳乳酸菌飲料協会、
（一社）日本アイスクリーム協会、日本うま味調味料協会、日本菓子BB協会、
（一社）日本果汁協会、（公社）日本缶詰びん詰レトルト食品協会、
（公社）日本炊飯協会、（一社）日本惣菜協会、（一社）日本即席食品工業協会、
（一社）日本乳業協会、日本ハム・ソーセージ工業協同組合、
（一社）日本パン工業会、（一社）日本物流システム機器協会、
（一財）日本立地センター、（一社）日本冷凍空調設備工業連合会、
（一社）日本冷凍食品協会、（一社）日本冷凍めん協会、
（一社）日本ロボット工業会 （50 音順）

委員長

桑﨑　俊昭 （公社）日本食品衛生協会 専務理事

副委員長
田辺　義貴 （一財）食品産業センター 専務理事
委　員

片山　博視 伊藤忠食品（株） 管理本部品質保証部 部長

今村　嘉文 キユーピー（株） 執行役員 品質保証本部 本部長

杉野　　弥 雪印メグミルク（株） 品質保証部 副部長

澤野　啓二 アンリツインフィビス（株） マーケティング部 
担当部長

真田　知典 川崎重工業（株） 精密機械・ロボットカンパニー 
ロボットビジネスセンター 営業企画部 部長

藤村　　晶 （一財）環境文化創造研究所（イカリ消毒（株）） 
マネージャー

竹下　　満 クリーン・オーシャン・マテリアル・
アライアンス事務局 CLOMA 次長

渡部　隆一 大成建設（株） エンジニアリング本部 部長
（食品施設担当）

井上　　憲 （株）竹中工務店 エンジニアリング本部 製造・
物流施設本部 副部長

松本　　博 凸版印刷（株） DX デザイン事業部 NAVINECT 
本部 販促部長

高本　治明 （一社）日本ロボット工業会 FA・ロボットシステム
インテグレータ協会 客員研究員

岡田　雅弘 日立造船（株） 機械事業本部 電子制御ビジネス
ユニット 電子制御営業部 部長代理

矢島　秀章 （株）Food・Safety 代表取締役

石澤　輝樹 富士通（株） 流通システム事業本部 第一システム
事業部 第一システム部 マネージャー

竹茂　　昭 アテックス（株） 代表取締役社長

（順不同・敬称略　所属・役職は就任当時）

合同企画委員会

開催概要
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来場者分析

■業　種 ■部　署
その他 4.7%

食品
製造業
39.2%

機器・
設備メーカー
8.1%

流通業 25.7%

建築・設計・エネルギー
2.9%

フード
サービス
15.4%

公的機関 4.0%

給食関連 8.5%
外食関連 6.9% 卸売・商社 16.9%

小売　　    8.8%

経営・管理
23.8%

生産・工務 18.1%

品質管理
18.4%

物流・情報システム 4.2%

設備導入・管理
8.1%

研究・開発
7.4%

営業・広報
8.5%

企画・調査・
マーケティング
8.9%

その他 2.6%

来場者からのリクエスト・意見（一部抜粋）

FSJ
食品製造業

イクタツ 研究・開発 手袋やエプロン等の衛生資材、加熱不要の冷凍食品
MSフレッシュデリカ 品質管理 充填　衛生
王様製菓 経営・管理 食品製造の安全衛生管理
ギンビス 品質管理 防虫防鼠・衛生管理
ケンコーマヨネーズ 品質管理 細菌検査、厨房などの衛生管理など
神戸屋 品質管理 衛生管理
小島屋乳業製菓 品質管理 食品衛生、フードディフェンス、HACCP

サンデリカ 品質管理 食品の原材料から加工・流通に至る食品安全衛生の
情報について

ジャンボリア 経営・管理 衛生・環境対策、調理設備・機器

フジパン 品質管理
衛生管理
異物混入対策
冷凍食品

フレッシュキッチン 品質管理 衛生用品など

ベジテック 設備導入・
管理

衛生管理資材、サービスなど
殺菌技術

ポーラスター 品質管理 生産の自動化、衛生用品
マイケーフーズ 品質管理 野菜加工機、衛生関連機材
武蔵製菓 品質管理 衛生関連商品

やまがた屋 経営・管理 衛生管理
及び衛生教育

フードサービス・流通・小売　他

キースタッフ 研究・開発

HACCP に沿う衛生管理に関連する情報（ノウ
ハウ等）
加工食品（業務用製品含む）の製造機器（技術）、
システムの情報

甲信食糧 経営・管理

工場設備備品
調理設備機器
衛生環境対策
衛生資材サニタリー
生産性向上

JA全農たまご 品質管理 食品関係の衛生、異物対策など
農業倉庫基金 経営・管理 HACCP 衛生管理、防虫防鼠
B&Tマリンプロダクツ
カンパニー 営業・広報 衛生機器、衛生管理対策など

フジパンストアー 品質管理 衛生管理関連

フライングガーデン 生産・工務 衛生資材
機器の情報収集

ミディエート 経営・管理 食品の衛生管理等
美裕 企画・調査 食品製造設備の衛生管理手法
八重洲ライフ 営業・広報 衛生管理、異物混入対策

FF
食品製造業

秋葉牧場 生産・工務 充填機　計量機

オニックスジャパン 品質管理 洗浄・殺菌、検査・分析、自動化・無人化、エンジニ
アリング・設計・回収、工場設備・備品、生産性向上

銀の汐 生産・工務 省人化に関する設備
検査機器の検出・検査精度の向上

栄屋乳業 生産・工務 カメラと AI による異常検知
三協デリカ 経営・管理 自動化・省人化

西友 生産・工務 生産管理システム
品質記録のデジタル化

中村屋 生産・工務 異物除去選別機、自動化機器

マルハニチロ 生産・工務 製造工数削減にフォーカスした技術や各種最新
技術を用いたサービス

ルピシア 生産・工務 省人化

フードサービス・流通・小売　他

イオンイーハート 設備導入・
管理 調理設備・機器における省人化

壱番屋 生産・工務 異物混入対策
エームサービス 経営・管理 自動ディスペンサー等コロナ禍に対応した機器
樫村水産 生産・工務 工場設備、包装資材、異物混入対策等
がんこフードサービス 研究・開発 作業の自動化　及び　新機器類

サイゼリヤ 設備導入・
管理 工場自動化技術

直栄商会 経営・管理 フードロボット
日清医療食品 経営・管理 自動化・省人化、人手不足対策、労働災害対策等

ハーベストネクスト 生産・工務 単独学校・給食センター（調理場）で使用する
調理機器関係の製品について

松屋フーズ 生産・工務 機器全般
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10月 7日（水）
FS-01 11：00～12：30

「今はHACCP 制度化の経過措置
期間です」

パネリスト パネリスト
東京都食品衛生協会
食品衛生コンサルタント部
技術主幹

前 AIB インターナショナル
アジア太平洋地域・フード
セーフティプロフェッショナル

松岡 正氏 安藤 善一氏
パネリスト コーディネーター

（株）大庄
食品衛生研究所 課長

（株）Food・Safety
代表取締役

大塚 智仁氏 矢島 秀章氏

FS-02 13：00～13：45

界面活性剤の
新型コロナウイルスへの効果

講　師
国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部 第四室長

上間 匡氏

FS-03 14：15～15：00

食品衛生法に基づく
HACCPに沿った衛生管理の制度化

講　師
厚生労働省 医薬・生活衛生局 食品監視安全課 HACCP 推進室長

浦上 憲治氏

FS-04 15：30～16：15

ブロックチェーン技術による
食の信頼プラットフォーム

講　師
日本アイ・ビー・エム（株）ブロックチェーン事業部
事業部長

髙田 充康氏

10月 8日（木）
FS-05 11：00～12：30

食品製造・販売者における自主管理のすすめ
～HACCPの制度化・SNS 社会など、
　時代の変化を見据えた安心への取り組み～

パネリスト パネリスト
東京農業大学 応用生物科学部
農芸化学科 応用微生物学研究室 教授

イカリ消毒（株）
営業部 部長 執行役員

五十君 靜信氏 酒田 寛伸氏
パネリスト コーディネーター

日本細菌検査（株）
東京支店 支店長

（一財）環境文化創造研究所
事務局長代理

福井 康太氏 藤村 晶氏

FS-06 11：00～11：45

3Dデジタル工場による
次世代設備管理サービスについて

講　師
味の素エンジニアリング（株）　取締役常務執行役員 エリア統括本部長

小林 文宏氏

FS-07 13：00～13：45

海洋プラスチックごみ問題への
取り組み ～CLOMAの活動紹介～

講　師
クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA）事務局次長

竹下 満氏

10月 8日（木）
EX-04 13：00～13：45

HACCP 文書の作成や管理を効率化するシステムのご紹介です。
講　師

（株）三菱総合研究所 西日本営業本部 主席研究員

氷川 珠惠氏

EX-06 15：00～15：45

教えて虫博士！AI・IoT 技術を活用したこれからの防虫管理
講　師

環境機器（株）営業開発部 シニア技術コンサルタント

菅野 格朗氏

10月 9日（金）
FS-08 11：00～12：30

食品産業におけるロボット導入の基礎
ロボットの食品産業への対応状況

講　師
川崎重工業（株）ロボットディビジョン 営業総括部 副総括部長

真田 知典氏
食品産業におけるロボット活用事例

講　師
（株）ニッコー 東京営業所 所長／営業第二部 部長

大場 勝氏
ロボット導入実証事業から見るロボット
導入の効果

講　師
（一社）日本ロボット工業会 客員研究員

高本 治明氏

FS-09 13：00～13：45

ローカル5Gで実現するスマートプラントの未来像
講　師

富士通（株）産業システム事業本部 ものづくりソリューション事業部
第一ソリューション部 保全 DX 担当リーダー

半場 顕一氏

FS-10 14：15～15：00

製造現場の IoTソリューションを
ご紹介

講　師
凸版印刷（株）DX デザイン事業部 NAVINECT 本部 兼
パッケージソリューション事業部 販促部長

松本 博氏

10月 9日（金）
EX-07 13：00～13：45

これからの食品製造施設に求められるBCP 対策
講　師

（株）竹中工務店 エンジニアリング本部 事業リスクマネジメントグループ グループ長

杉内 章浩氏

EX-09 15：00～15：45

食品工場建設におけるゼネコンが教えるコストダウンの秘訣
講　師

三和建設（株）東京本店 営業グループ 東京本店 次長

安藤 知広氏

主催者セミナー

出展者セミナー

「HACCP」、「環境対策」、「ロボット」、「食品 IoT」、「コロナ対策」など多種多様なテーマで開講。
最新の業界動向に加え、課題解決に直結する専門性の高いセミナーには多くの関心が寄せられた。

会場内にセミナー会場を設け、出展者によるプレゼンテーションが行われた。

フードセーフティジャパン
FOOD SAFETY JAPAN

フードファクトリー
FOOD FACTORY
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出展者アンケート集計結果

FSJ FF

出展者の声（一部抜粋）
◆ 食品に関する多種多様なセミナーもあり、来場者も集
まった。
◆ コロナ禍によるためか、目的意識を持った真剣な来場者
と話せた。

◆ 感染対策がしっかりされており、来場者が安心していた。
◆ 実際に新規見込客の獲得があった。
◆ セミナープログラムの充実もあり、予想以上に来場数が
多かった。

■ 今回ご出展の理由は？（複数回答）

新規顧客獲得の場として
期待した

PRしたい対象者が来場する為

開催コンセプト（出展対象）が
合致していた

前年に出展・来場した印象が
よかった

主催・協賛団体に
魅力を感じた

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

51.4%

48.1%

78.5%

17.6%

37.0%

■ 今回ご出展の理由は？（複数回答）

新規顧客獲得の場として
期待した

食品業界への参入の
足がかりとして期待した

開催コンセプト（出展対象）が
合致していた

前年に出展・来場した印象が
よかった

PRしたい対象者が来場する為

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

29.2%

44.7%

74.1%

50.1%

34.2%

■  来場者と貴社ターゲットの
マッチングについて

期待以下
17.1% １０．６％

７２．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８２．９％８２．９％

■  新規顧客獲得の場として

期待以下
20.5% １４．９％

６４．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７９．５％７９．５％

■  来場者と貴社ターゲットの
マッチングについて

期待以下
19.9% ９．６％

７０．５％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．１％８０．１％

■  新規顧客獲得の場として

■  販促・商談の場として
期待以下
19.2% １７．１％

６３．７％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．８％８０．８％

■  販促・商談の場として
期待以下
21.6% ７．２％

７１．２％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７８．４％７８．４％

期待以下
19.3% ２．２％

７８．５％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．７％８０．７％

期待以下
15.6% ２．１％

８２．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８４．４％８４．４％

■  製品・サービスに対する情報
交換・意見収集の場として

期待以下
15.7% ３．２％

８１．１％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８４．３％８４．３％

■  製品・サービスに対する情報
交換・意見収集の場として

期待以下
11.5%

２．８％

８５．７％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８８．５％８８．５％

さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）　　　 さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）
●ホテル
●コンビニベンダー
●飲料・酒類・食品添加物製造業
●医療品・化粧品関係
　　　　・　　　　・　　　　・

●食品工場関係者
●製菓・製パン
●排水処理メンテナンス
●地方の食品スーパー
　　　　・　　　　・　　　　・

■  既存顧客への
アピールの場として

■  既存顧客への
アピールの場として

期待以下
17.8% １５．１％

６７．１％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８２．２％８２．２％
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フードディストリビューション
FOOD DISTRIBUTION

フードeコマース
FOOD e COMMERCE

今年で4回目の開催となった「食品×物流」をテーマとした国内唯一の専門展、フードディストリビューション（FD）。
コロナ禍を支える食品物流関係者に向けた設備機器・サービスが集結した。

委員長

荒木　　勉 東京理科大学 教授／上智大学 名誉教授

委　員

奥山　則康 （一社）日本加工食品卸協会 専務理事

時岡　肯平 （一社）日本加工食品卸協会 事務局長

田辺　義貴 （一財）食品産業センター 専務理事

渡辺　三彦 伊藤忠食品（株） ロジスティクス本部
ロジスティクス企画部 部長

堀内　孝之 国分グループ本社（株） 物流統括部 副部長

殿村　貴茂 国分首都圏（株） 執行役員 首都圏業務センター
部長 兼 経営統括部営業業務担当部長

青柳　充美 （株）日本アクセス ロジスティクス企画部長

小谷　光司 三菱食品（株） SCM 統括オフィス室長代行

藤田　正美 キユーピー（株） 上席執行役員 ロジスティクス
本部 IT・業務改革推進担当

松澤　  新 ハウス食品（株） 生産・SCM 本部 SCM 部長

柳沼　伸介 トーヨーカネツ（株） ソリューション事業本部 
常務執行役員

浦川　竜哉 大和ハウス工業（株） 取締役常務執行役員 
建築事業担当

佐藤　雅一 日本パレットレンタル（株） 営業 5 部 部長

木村   　茂 （株）豊田自動織機 トヨタ L&F カンパニー
国内営業部 広域営業室 室長

竹茂　　昭 アテックス（株） 代表取締役社長

（順不同・敬称略　所属・役職は就任当時）

フードディストリビューション企画委員会

開催概要

フードディストリビューション（FD）
■ 主　　催：（一社）日本加工食品卸協会、（一財）食品産業センター
■ 共　　催：アテックス（株）
■ 後　　援：農林水産省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省（順不同）

■ 協　　賛：NPO 法人 食品流通高度化推進協議会、
（公財）食品等流通合理化促進機構、全国菓子卸商業組合連合会、
（一社）全国スーパーマーケット協会、（一社）日本運搬車両機器協会、
（一社）日本外食品流通協会、（一社）日本 3PL 協会、
（一社）日本産業車両協会、（一社）日本スーパーマーケット協会、
（一社）日本パレット協会、（一社）日本物流システム機器協会、
（一社）日本フランチャイズチェーン協会、
日本マテリアル・ハンドリング協会、（一財）日本立地、

（一社）日本冷蔵倉庫協会、（一社）日本冷凍空調設備工業連合会、
（一社）日本ロボット工業会、（一財）流通システム開発センター

 （50 音順）

フード e コマース（Fe）
■ 主　　催：食品イーコマース普及協会
■ 協　　賛：（一財）食品産業センター、全国商工会連合会、

（一社）日本外食品流通協会、（一社）日本加工食品卸協会、
（一社）日本 3PL 協会、日本サブスクリプションビジネス振興会、
（一社）日本スーパーマーケット協会、（公社）日本通信販売協会

 （50 音順）
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来場者分析

■業　種 ■部　署
その他 5.3%

流通・商社
49.0%

食品製造業
26.3%

機器・設備メーカー
7.7%

フード
サービス
9.2%

公的機関 2.5%

卸売・商社 19.4%
物流・倉庫 17.9%
小売        11.7%

経営・管理
25.8%

生産・工務
9.2% 物流・ロジスティクス

23.9%

営業・広報
7.5%

企画・調査
5.4%

情報システム・
EC運営・マーケティング 11.1%

その他 10.9%

品質管理 3.5%
研究・開発 2.7%

来場者からのリクエスト・意見（一部抜粋）

FD
食品製造業

キンレイ 営業・広報 冷凍食品（冷凍麺）の製造技術、流通（ホワイ
ト物流）、販売店での品質管理

サッポロビール 物流・ロジ
スティクス 現状の物流課題を解決していくサービス、技術

永谷園 物流・ロジ
スティクス 物流と品質に関する技術

日本製粉 物流・ロジ
スティクス

物流資材動態管理ツール
パレタイジングに関する最新技術　等

日本ハム 物流・ロジ
スティクス セミナー聴講。他業種の物流施策について

藤本ライスデリカ 経営・管理 食品製造機器関係・物流課題解決

明治 物流・ロジ
スティクス 物流自動化設備

雪印メグミルク 生産・工務 e コマース、冷蔵・冷凍物流ニーズ
卸売・商社

伊藤忠食糧 営業・広報 物流情報
樫村水産 営業・広報 工場設備、包装資材、異物混入対策等
双日プラネット 営業・広報 包装機械　食品包装資材

大日本印刷 情報・シス
テム 包装資材、包装機

日本アクセス 物流・ロジ
スティクス

コロナをきっかけに食品物流がどのように変化
していくか

日本ケアサプライ 物流・ロジ
スティクス 冷凍物流、冷凍保管

三菱商事
パッケージング

情報・シス
テム 省人化設備と、それに伴う包装資材関連

三菱食品 情報・シス
テム

物流コスト低減に寄与する技術・省人化の取り
組み

明電商事 営業・広報 通信、物流、ICT、IOT
物流・倉庫

エス・アイ・ロジ 経営・管理 物流関連

F-LINE 物流・ロジ
スティクス

食品物流の業界動向
倉庫自動化設備

国分ロジスティクス 経営・管理 物流省力化効率化マテハン・システム
サッポログループ
物流

物流・ロジ
スティクス 次世代の物流サービスについて

ニッコンホールデ
イングス 企画・調査 最先端の物流サービス。

日本物流センター 経営・管理 自動化、省力化物流設備機器、HACCP 対応物
流倉庫設備機器など

ネットワンシステムズ 営業・広報 物流ビジネス

ヒューテックノオリン 物流・ロジ
スティクス 冷凍食品の包装資材の技術向上

菱倉運輸 物流・ロジ
スティクス

今後の冷蔵冷凍食品の物流がコロナの影響でど
う変わるのか？

Fe
EC関連

サッポロライオン その他
人手不足、生産性改善が可能となる最新機器
システム開発の現状
EC サイト運営の売上拡大策

セブン＆アイ
ホールディングス

物流・ロジ
スティクス EC 物流

T&T EC 運営・
マーケティング 冷凍、EC

パナソニック産機
システムズ 営業・広報 食品 EC・冷蔵ロッカー

読売情報開発 EC 運営・
マーケティング 自社 EC サイトで出品可能な商品のリサーチ

ローソンエンタ
テインメント 企画・調査 食品 EC 事業全般
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主催者セミナー
毎年恒例となった食品物流業界を包括した基調講演を皮切りに、コロナ対応の事例紹介や展望、自動化・省力化の
可能性、スマート物流の取り組み等、実用性の高いテーマが出揃い、注目が集まった。
また、さらなる需要拡大が期待できる食品 ECにフォーカスした企画セミナーも話題を呼んだ。

10月 7日（水）
FD-01 11：00～12：30
基調講演
食品物流業界の最新動向
経済産業省／国土交通省の物流施策

コーディネーター
東京理科大学 経営学部 教授／上智大学 名誉教授

荒木 勉氏
講　師 講　師

経済産業省
商務・サービスグループ
物流企画室長

国土交通省
総合政策局
物流政策課 課長

西野 健氏 阿部 竜矢氏

Fe-01 15：30～16：15
食品 ECセミナー
コロナ禍におけるECの活発化と
今後の動き

講　師
InSync（株）代表取締役 

慎 祥允氏

10月 8日（木）
FD-03 11：00～12：00
パネルディスカッション
食品物流におけるコロナ対応事例
コーディネーター

（一社）日本加工食品卸協会 専務理事

時岡 肯平氏
パネリスト パネリスト

三菱食品（株）
SCM 統括オフィス
室長代行

国分首都圏（株） 執行役員 首都圏
業務センター部長 兼 経営統括部 
営業業務担当部長

小谷 光司氏 殿村 貴茂氏
パネリスト パネリスト

ハウス食品（株）
生産・SCM 本部 SCM 部長

日清食品（株） 事業構造改
革推進部 SCM 企画部 部長

松澤 新氏 矢島 純氏

FD-04 13：00～13：45

内閣府 SIPスマート物流サービスの
取組・進捗について

講　師
内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付
SIP スマート物流サービス担当 プログラムディレクター

田中 従雅氏

Fe-02 14：15～15：00
食品 ECセミナー
食品メーカーがモールにてEC直販する動きが加速中
［最新］Amazon・楽天市場の活用戦略・D2Cモデル共有

講　師
（株）いつも． マーケティング・研修グループ 執行役員

立川 哲夫氏

FD-05 15：30～16：15

知能ロボットによる物流自動化と
最新現場導入事例 2020

講　師
（株）MUJIN CEO 兼 共同創業者

滝野 一征氏

10月 9日（金）
FD-06 11：00～11：45

加工食品卸売業に向けたHACCPの考え方を
取り入れた衛生管理の手引書について

講　師
（一社）日本加工食品卸協会 参与

奥山 則康氏

FD-07 13：00～13：45

食品物流センターにおける自動化・省力化・
非接触化の可能性
～マテハン/ロボティクス/AI/IoT先端トレンドと導入事例

講　師
エルテックラボ 代表

菊田 一郎氏

FD-08 15：30～16：15

スマート物流の実現に向けた
開発の取り組み

講　師
（株）豊田自動織機 執行職 トヨタ L&F カンパニー 
R&D センター センター長

一条 恒氏

フードディストリビューション
FOOD DISTRIBUTION

フードeコマース
FOOD e COMMERCE
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さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）

出展者の声（一部抜粋）

●小売（SM・GMS）　　　●ドラッグストア関係者　　　●外食関係者　　　●システムベンダー　…等

◆ コロナ禍において、無事に開催かつ予想していた以上の来
場者が来ていた。セミナーが魅力的であった。
◆ 中身のある商談ができ、確かな成果があった。
◆ コロナ禍に関わらず、ブースへの来客数は例年と変わらず
PRができた。

◆ 同時開催展との相乗効果が高く、色々な業種の人と話がで
きた。
◆ 食品物流に特化したセミナーを始めとした展示会全体のコ
ンセプトが明快であり、魅力的。

■ 今回ご出展の理由は？（複数回答） ■  製品・サービスに対する情報交換・意見収集
の場として

■ 既存顧客へのアピールの場として ■ 新規顧客獲得の場として

■ 来場者と貴社ターゲットのマッチングについて ■ 販促・商談の場として

出展者アンケート集計結果

新規顧客獲得の場として
期待した

開催コンセプト（出展対象）が
合致していた

PRしたい対象者が来場する為

主催・協賛団体に
魅力を感じた

前年に出展・来場した印象が
よかった

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

52.8%

48.5%

73.1%

30.9%

20.4%

期待以下
24.2%

１２．３％

６３．５％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７５．８％７５．８％

期待以下
22.1% ７．５％

７０．４％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り
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期待以下
17.7% ２０．１％
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期待通り

期待以上

期待以上
期待通り
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期待以下
19.5% ８．８％

７１．７％
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期待以上
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期待以下
20.6% ７．１％

７２．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７９．４％７９．４％
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惣菜 JAPAN（SJ）は、中食・惣菜製造の設備・機器の専門展として、3回目の開催。
惣菜製造現場の効率化や食の安全・安心の確保等、課題解決を求める来場者の期待に応えた。

惣菜JAPAN
SOUZAI JAPAN

■ 主　　催：（公社）日本食品衛生協会
■ 共　　催：アテックス（株）
■ 協　　賛：（公社）日本炊飯協会、（一社）日本スーパーマーケット協会、

（一社）日本惣菜協会、（公社）日本べんとう振興協会、
（一社）日本包装機械工業会、（一社）日本ロボット工業会、
野菜流通カット協議会 （50 音順）

委員長

桑﨑　俊昭 （公社）日本食品衛生協会 専務理事

委　員

大隅　和昭 （一社）日本惣菜協会 常務理事・事務局長

江口　法生 （一社）日本スーパーマーケット協会 専務理事

嵯峨　哲夫 （公社）日本べんとう振興協会  専務理事

山下　　久 （株）サンデリカ  食品安全衛生管理本部 本部長

古川　　真 わらべや日洋（株）  生産技術部 副部長

山本　源太 アサヒ装設（株）  常務取締役 営業部 部長

前田　知司 （株）エフピコ  ストア支援事業部 執行役員

宮下　　隆 キユーピー（株）  品質保証本部 食品安全科学
センター長

玉井　宏昌 スキューズ（株）  執行役員 営業担当

竹茂　　昭 アテックス（株）  代表取締役社長

（順不同・敬称略　所属・役職は就任当時）

企画委員会

開催概要
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来場者分析

■業　種 ■部　署

来場者からのリクエスト・意見（一部抜粋）
食品・惣菜製造業

イニシオフーズ 設備導入・管理 IoT、自動化、生産管理システム

オーケーズデリカ 経営・管理 惣菜製造用工場設備

京樽 生産・工務 自動化

グリーンハウスフーズ 研究・開発 自動化機器

サンデリカ 品質管理 食品の原材料から加工・流通に至る食品
安全衛生の情報について

ジャンボリア 生産・工務 弁当事業全般

デリア食品 品質管理 異物混入防止、細菌事故防止

トオカツフーズ 研究・開発
加熱調理機器
食材スライサー
冷却技術

風土食房 経営・管理 シュリンクトンネル、真空キャッパー、
自動シール貼り機

フジデリカ 生産・工務 弁当・おむすびなどコンビニ向けの製品
の省人化・無人化について

わらべや日洋 設備導入・管理 チルド・冷凍食品の製造機器

わらべや日洋 生産・工務 省人化及び生産能力向上
異物購入防止システム等

フードサービス

エームサービス 経営・管理 自動ディスペンサー等コロナ禍に対応し
た機器

大戸屋 品質管理

記録表のデータ化
HACCP 対応製品
衛生製品のコスト削減
新型コロナ対応品

サイゼリヤ 品質管理
店舗衛生管理の実行と記録・保存に IOT
を使い、人員の負担を減らすまた確実な
実行で衛生管理を向上させる

シダックス 品質管理

HACCP の制度化とその対応について
GAP／有機 JAS／MSC 等、食品の認証
について
人材育成について

シャルマフーズ 経営・管理
真空包装機
レトルト処理機器
テイクアウト容器

ゼンショーホールディングス 品質管理
食品安全に関する事項
検査機器等、フードディフェンスに関す
るシステム等

ドーエイ 栄養管理・調理 POS レジ、食品冷凍技術、料理提供技術、
接客

日清医療食品 経営・管理 自動化・省人化、人手不足対策、
労働災害対策等々

フォックスマーク － 温度管理システム、賞味期限管理

小売・その他

カノー 設備導入・管理 スーパーマーケットのプロセスセンター　
およびカミサリーの建設設備改善

京都ステーションセンター 営業・広報 HACCP の導入、品質管理、SDGs の取
り組み、廃棄物処理、感染症防止

J. フロントリテイリング 経営・管理 食品衛生検査やコンサルティングの動向

成城石井 研究・開発 生産の省力化、機械
プラスチックの減量化

西友 生産・工務 生産管理システム
品質記録のデジタル化

全国農業協同組合連合会 営業・広報 フローズン　チルド　惣菜の商品開発

大丸松坂屋百貨店 －

食品衛生管理全般／HACCP 制度化／厨
房安全運営／ノロウィルス対策（ウィル
ス対策全般）／食品製造従事者負担軽減
策／清掃清潔関連技術 他

東京ケータリング 経営・管理 コロナ禍の外食産業の取り組み
キッチンカーやテイクアウト事業

ファミリーマート 経営・管理 トップシール、食品保存の高まる包材

ライフコーポレーション 経営・管理 蒸気釡、ミキサー等

ロピアホールディングス 企画・調査
容器・包装の新技術、機器
衛生管理機器及び付帯設備
加工機器

その他 8.5%

食品製造業
※弁当・惣菜関連業含む
35.6%

機器・
設備メーカー
10.1%

流通・小売
21.2%

フードサービス 17.7%

建築・設計・
エネルギー 4.4%

公的機関 2.5%

外食関連 10.3%
給食関連　7.4%

その他 5.3%

営業・広報
10.8%

経営・管理
20.9%

研究・開発
9.5% 品質管理 14.5%

企画・調査・
マーケティング
8.3%

生産・工務
18.4%

設備導入・管理
8.1%

情報システム・物流
4.2%
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主催者セミナー

惣菜JAPAN関連企画

惣菜の衛生管理のポイントや食品容器の展望など、時宜を得たテーマでセミナーを実施。
とくに惣菜事業者からの評価が高かった。

10月 7日（水）
SJ-01 13：00～14：30

テイクアウトや宅配サービスを
活用する事業者が留意すべき
食品衛生の注意点

講　師 講　師
（一社）日本惣菜協会
事業運営本部
教育技術チーム 主任

（一社）日本惣菜協会
事業運営本部
教育技術チーム 課長

薄 宗仁氏 平賀 真基氏

10月 8日（木）
主催：野菜流通カット協議会（VeDiCA） 13：30～16：30

加工・業務用野菜の情報交換会セミナー
情報交換会セミナー
● 話題提供（気象災害やコロナなどへの備えやスマート農業の今・これからなどを紹介）
野菜流通カット協議会会員の
新型コロナウイルス感染症の影響
アンケート調査結果

講　師
（株）流通研究所 常務取締役

京野菜・九条ネギの
安定生産のための BCP

講　師
こと京都（株）代表取締役 

（（公社）日本農業法人協会会長）

有山 公崇氏 山田 敏之氏

加工・業務用野菜流通における
災害対策の現状と課題

講　師
横浜丸中ホールディングス（株） 常務取締役

（野菜流通カット協議会 副会長）

スマート農業から
ムーンショット型研究開発への展開

講　師
農研機構 農業技術革新工学研究センター
スマート農業推進統括監

岡田 貴浩氏 長崎 裕司氏

気候変動とスマート農業
講　師

農研機構 農業環境変動研究センター 所長

渡邊 朋也氏

パネルディスカッション（含む質疑応答）
パネリスト パネリスト

上記セミナー講師
（有山氏、山田氏、岡田氏、長崎氏、渡邊氏）

（株）彩喜 取締役会長（野菜流通カット協議会会長）

木村 幸雄氏

コーディネーター
農研機構 野菜花き研究部門
野菜生産システム研究領域 生産生理ユニット長

佐藤 文生氏

10月 8日（木）
SJ-02 14：15～15：00

カット野菜の
微生物コントロールと
製造のポイント

講　師
キユーピー（株） 
品質保証本部 
食品安全科学センター センター長

宮下 隆氏

10月 9日（金）
SJ-03 14：15～15：00

容器を通じて
フードロスを考える

講　師
（株）エフピコ 
ストア支援事業部 
執行役員 

前田 知司氏

惣菜JAPAN
SOUZAI JAPAN
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さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）
●外食チェーン　　　●食肉・水産加工　　　●セントラルキッチン関係者　　　●カット野菜工場関係者　…等

出展者の声（一部抜粋）
◆ 様々な業種の来場者と繋がり、営業活動の成果を実感した。
◆ コロナ禍での会期だったが、予想以上に良い商談ができた。
◆ 予想を上回る来場数で充実した商談ができた。

◆ 課題解決を熱心に求める来場者もおり、具体性のある交流
ができた。
◆ コロナ禍での展示会となったが、今後につながる商談もで
き、手ごたえがあった。

■ 今回ご出展の理由は？（複数回答） ■  製品・サービスに対する情報交換・意見収集の場として

■ 既存顧客へのアピールの場として ■ 新規顧客獲得の場として

■  来場者と貴社ターゲットのマッチングについて ■ 販促・商談の場として

出展者アンケート集計結果

新規顧客獲得の場として
期待した

開催コンセプト（出展対象）が
合致していた

PRしたい対象者が来場する為

秋季の展示会に出展したいと
考えていた

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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36.9%
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冷食JAPAN
REISHOKU JAPAN

冷凍食品 100 周年記念事業として、（一社）日本冷凍食品協会の主催により初開催。
冷食 JAPAN（RJ）は、「冷凍食品・食品製造」に特化した業界唯一の専門展として、関係者の注目を集めた。
展示会場では、冷凍食品・冷食製造に関心をもつ来場者と出展企業による活発な商談、情報交換が行われた。

■ 主　　催：（一社）日本冷凍食品協会
■ 共　　催：アテックス（株）
■ 後　　援：農林水産省、厚生労働省（順不同）

■ 協　　賛：加工食品食育推進協議会、（公社）学校給食物資開発流通研究協会、
学校給食用食品メーカー協会、（一財）食品産業センター、

（公社）全国学校栄養士協議会、全国学校給食会連合会、
全国給食事業協同組合連合会、（一社）全国スーパーマーケット協会、

（一社）日本外食品流通協会、（一社）日本加工食品卸協会、
（公社）日本給食サービス協会、（一社）日本給食品連合会、
（公社）日本食品衛生協会、（一社）日本食品機械工業会、
（一社）日本食品添加物協会、（一社）日本食品包装協会、
（一社）日本植物油協会、（一社）日本スーパーマーケット協会、
（一社）日本フードサービス協会、（一社）日本弁当サービス協会、
（公社）日本べんとう振興協会、（一社）日本包装機械工業会、
（一社）日本冷蔵倉庫協会、（公社）日本冷凍空調学会、
（一社）日本冷凍空調設備工業連合会 （50 音順）

委員長

木村　　均 （一社）日本冷凍食品協会  専務理事

委　員

尾辻　昭秀 （一社）日本冷凍食品協会  常務理事

飯島　賢次 味の素冷凍食品（株）  執行役員 マーケティング本部 
東日本支社 首都圏フードサービス営業本部長

藤井　幸大 サンマルコ食品（株）  常務取締役 営業本部長 
兼 マーケティング本部長

加藤　記嗣 テーブルマーク（株）  営業本部 営業戦略部 部長

金澤　健支 日本水産（株）  業務用食品部 部長

滝　　英明 （株）ニチレイフーズ  業務用事業部長

溝口　真人 マルハニチロ（株）  業務用食品部 部長

稲葉　稔和 （株）前川製作所  ソリューション事業本部
食品部門 リーダー 部長

一岡　　順 三菱重工冷熱（株）  エンジニアリング事業本部 
本部長代理

吉村　正則 大塚包装工業（株）  取締役 営業推進部長

松山  光一 （株）シーアイシー  クリーン事業本部
常務執行役員

金澤　　信 （一社）日本包装機械工業会  専務理事

竹茂　　昭 アテックス（株）  代表取締役社長

（順不同・敬称略　所属・役職は就任当時）

企画委員会

開催概要
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来場者分析

■業　種 ■部　署

来場者からのリクエスト・意見（一部抜粋）
食品・冷凍食品製造

赤城乳業 設備導入・管理 新しい技術、安全・安心につながる設備

カゴメ 研究・開発 冷凍食品の微生物、異物コントロール

勝美ジャパン 品質管理 冷凍食品の製造・加工技術

餃子計画 研究・開発 冷凍食品の製造にかかわる設備・技術全般

ぎょれん鹿島食品センター 経営・管理 製造ラインに組み込む包装・印字・梱包
等の自動機器

銀の汐 生産・工務 省人化に関する設備、検査機器の検出・
検査精度の向上

キユーピー 物流・ロジス
ティクス

配送効率化と冷凍チルド配送のサービス
向上について

キンレイ 経営・管理 冷凍食品（冷凍麺）の製造技術、流通（ホ
ワイト物流）、販売店での品質管理

グレイス・オブ・アース 経営・管理 選別機械、冷凍庫

シェリエ 研究・開発 冷凍方法や保存方法の情報収集

春雪さぶーる 研究・開発
包材の冷凍・結露面に貼れるラベル素材
製造現場用ニトリル手袋
冷食・惣菜用製造機械

正徳 研究・開発 機器・包装機・冷却器

第一物産 設備導入・管理 冷凍総菜・漬物

デリカファクトリー十勝 経営・管理 包装機、加工機械

日本水産 経営・管理 画像処理、自動化設備

飛騨ハム 経営・管理 食品製造機器

ヒューテックノオリン 経営・管理 冷凍食品の包装資材の技術向上

不二製油  つくば工場 生産・工務 自動化・省人化や省エネ対策

フジフ－ズ 研究・開発 冷凍食品や長鮮度惣菜の設備及び日持ち
技術

マルハニチロ 経営・管理 冷凍食品

武蔵野フーズ 生産・工務 冷凍食品の大量生産方法

メディカルフードサービス 経営・管理 冷凍食品の今後の展開

ヨコミゾ 営業・広報 生産性向上の為の機器、製品の付加価値策

ライフフーズ 経営・管理 異物検査機や自動化省人化システム
冷凍食品の新規導入の情報収集

わらべや日洋 生産・工務 冷凍技術

フードサービス・小売・その他

アークランドサービス
ホールディングス － 冷凍食品に関する製造機械

アルス 研究・開発 冷凍食材

壱番屋 設備導入・管理 最新の自動化設備（カメラ検査）･ 省人
化設備

がんこフードサービス 経営・管理 作業の自動化および冷凍技術

ジェフビーサービス － 冷凍食品を活用したメニュー開発

鈴木食品 品質管理
生産性向上機器類
惣菜新商品のヒント
冷凍食品に関する最新情報

製粉振興会 営業・広報 業界の課題
冷凍食品業界の動き

帝国ホテルキッチン 営業・広報 全てに関心

東京海洋大学 栄養管理・調理
特定給食における提供する物品（カット
野菜や冷凍食品、医療系の特殊食品、栄
養素を強化した食品など）に特に興味

ファミリーマート 設備導入・管理 冷凍、解凍技術

前川インターテック 経営・管理 冷凍食品および商品梱包材

丸ノ内ホテル － ホテルにおける冷凍食品の提供について

万世 経営・管理 パック機械
冷凍技術

三井物産 品質管理 食品の冷凍技術

ランテック 物流・ロジス
ティクス

冷凍・冷蔵環境で運用可能なシステム・
備品

食品製造業
※冷凍食品／
弁当･惣菜
メーカー含む
33.4％

流通・小売
18.5％

給食・フードサービス
（学校・病院・外食チェーン等）

20.7％

建築・設計・
エネルギー
3.8%

機器・
設備メーカー
13.4%

その他 10.2%
経営・管理
20.9%

研究・開発
7.9%

企画・
マーケティング
9.0%

営業・広報 10.4%

その他 5.3%

品質管理 13.1%

生産・工務
17.6%

物流・情報システム
6.3%

設備導入・管理
9.5%
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主催者セミナー

出展者セミナー

冷凍食品 100年の歴史から、HACCP対応、自動化・環境対策、製品開発のヒントに至るまで、
冷凍食品業界の最新情報が集結。業界でも指折りの有識者による講演に注目度は高かった。

10月 7日（水）
RJ-01 11：00～11：45
基調講演
冷凍食品の100 年

講　師
（一社）日本冷凍食品協会 専務理事

木村 均氏

RJ-02 13：00～13：45

高齢者の低栄養予防における
冷凍食品の活用

講　師
医療法人社団福寿会 慈英会病院 在宅部栄養課 課長

中村 育子氏

RJ-03 14：15～15：00

冷凍食品認定制度とHACCP

講　師
（一社）日本冷凍食品協会 常務理事

尾辻 昭秀氏

RJ-04 15：30～16：15

UDFとしての冷凍食品の開発

講　師
マルハニチロ（株） メディケア営業部 商品開発課

阿部 裕介氏

10月 7日（水）
EX-01 13：00～13：45

飲料・食品工場における
ヒートポンプを活用した
省エネ事例について

講　師
三菱重工冷熱（株） エンジニアリング事業本部 企画課

小嶋 真輔氏

10月 8日（木）
RJ-05 11：00～12：30

冷凍食品の科学と技術の
面白さと未来予想

講　師
東京海洋大学 特任教授

鈴木 徹氏

RJ-07 14：15～15：00

冷凍食品製造の自動化・環境対策の
ご提案 （一社）日本包装機械工業会

講　師 講　師
大森機械工業（株）
営業本部 国際部 チーフ

（株）フジキカイ
営業部 仙台営業所 所長

横村 真吾氏 安江 明慧氏

RJ-08 15：30～16：15

脱炭素社会実現に向けた冷凍機の
冷媒動向と産業分野での取り組み

講　師
（株）前川製作所 技術企画本部 商品企画開発センター 課長 

深野 修司氏

10月 8日（木）
EX-10 13：00～13：45

改正食品衛生法ポジティブリストに
準拠したラベル素材
（チルド～冷凍対応）

講　師
リンテック（株） 技術・開発室 係長

宮崎 健太郎氏

10月 9日（金）
RJ-09 11：00～11：45

コロナでコメ需給はどうなる?
産地、流通・消費の動向

講　師
（株）グレイン・エス・ピー 代表取締役会長

八木 俊明氏

RJ-10 13：00～13：45

ニチレイフーズのAIを活用した
検査選別工程の自動化

講　師
（株）ニチレイフーズ
技術戦略部 装置開発グループ シニアプロフェッショナル　　　　　　　

塚本 真也氏

RJ-11 14：15～15：00

冷凍食品の製品開発
講　師

味の素冷凍食品（株） マーケティング本部
国内統括事業部 製品マネジメント第2グループ長　　　　　　　

源田 達章氏

冷食JAPAN
REISHOKU JAPAN
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さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）
●農業協同組合　　●食品スーパー　　●コンビニベンダー　　●冷凍野菜製造業　　●業務用スーパー関係者　…等

出展者の声（一部抜粋）
◆ ターゲットの来場が多く、効率的な商談ができた。
◆ 新製品発表の場としても効果を実感した。
◆ 実機を展示できる貴重な機会であり、コロナ禍で停滞し
ていた今後の営業活動に弾みがついた。

◆ 来場者の目的意識が高く、具体的な案件につながりそう。
◆ 狙った業種・職種に向け、実用的なPRが行えた。

■ 今回ご出展の理由は？（複数回答） ■ 製品・サービスに対する情報交換・意見収集の場として

■ 既存顧客へのアピールの場として ■ 新規顧客獲得の場として

■   来場者と貴社ターゲットのマッチングについて ■ 貴社ご出展ブースへの来場者数について

出展者アンケート集計結果

新規顧客獲得の場として
期待した

開催コンセプト（出展対象）が
合致していた

PRしたい対象者が来場する為

同業他社が出展している

秋季の展示会に出展したいと
考えていた

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

82.1%

28.8%

41.7%

17.5%

18.2%

期待以下
12.1% ２９．４％

５８．５％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８７．９％８７．９％

期待以下
21.6% １８．１％

６０．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７８．４％７８．４％

期待以下
20.4% ６．８％

７２．８％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７９．６％７９．６％

期待以下
19.9% １２．１％

６８．０％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．１％８０．１％

期待以下
23.7% １１．６％

６４．７％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７６．３％７６．３％



27

来場者情報一覧（一部抜粋）

食品製造
品質管理

社　名 部　署
青木屋 品質管理課
青柳食品 品質保証部
アサヒブロイラー 品質保証課
味の素食品 管理部　品質保証・技術課　品質管理係
アヤベ洋菓子 品質管理部
石橋 品質管理
イセデリカ 品質保証部
伊藤ハム米久ホールディングス 品質保証部
イトウフレッシュサラダ 品質管理課
栄光堂製菓 品質管理部
エースコック 品質保証部
エスフーズ 品質管理部
MS フレッシュデリカ 品質管理室
大阪浜美屋ホールディングス 品質管理部
カナリー 品質保証部
崎陽軒 品質保証部
共立食品 品質管理部
金精軒製菓 品質管理室
ギンビス 品質管理課
栗山米菓 品質保証部
黒岩食品 品質管理課
ケンコーマヨネーズ 品質保証本部
神戸屋 品質保証部
小島屋乳業製菓 品質管理課
相模フレッシュ 品質管理部
三洋食品 品質管理室
三和食品 品質保証部
シーラック 品質管理
ジェイワークス 品質管理
シュクレイ 品質保証室
ジョイアス・フーズ 生産部 品質管理グループ
正田醤油 品質保証部 品質保証課
杉本屋製菓 品質保証室
ゼンミ食品 品質保証課
大東化学 品質保証部
タカナシ乳業 品質保証部
テーブルマーク 品質管理部
デリア食品 品質本部品質保証部
デリシャス・クック 品質保証部
デルマール 品質管理部
東洋水産 品質管理室
十勝大福本舗 品質管理本部　品質管理部
トップス 品質管理室
ドトールコーヒー 品質管理課
永谷園ホールディングス 品質保証部
中村屋 品質保証室
日清製粉グループ本社 R&D・品質保証本部　品質保証部
日本ハム 食肉事業本部　環境品質保証室
日本ばし大増 安全管理部
人形町今半フーズプラント 品質管理室
ハギワラ 品質管理室
パルブレッド 品質管理室
ファーストフーズ 品質管理部
フジッコ 品質保証部
フジフーズ 品質保証部
不二家 食品安全衛生管理本部
プライムデリカ 熊本工場 品質管理課
プリマハム 品質保証本部　品質管理一課
フレッシュキッチン 品質管理部
プレナス 品質保証部
宝幸 環境品質保証部
マイケーフーズ 品質管理
三州食品 品質保証部
ミツハシ 品質保証室
武蔵製菓 品質保証部
武蔵野フーズ 品質管理部
武蔵野ホールディングス 品質管理部
明治屋 品質保証部
山神 品質管理部
ユーロインターナショナル 品質管理室

ユニカフェ 品質管理部
吉野家ホールディングス 品質保証室
吉美食品 品質管理部
わらべや日洋 品質保証部

生産・工務（工場長等）
社　名 部　署

青柳食品 製造部
赤城乳業 生産管理本部生産技術課
浅野屋 製造本部
味の素冷凍食品 生産戦略部
ADEKA 生産管理部
イシワリフーズ 製造部
イセデリカ 製造部
いなば食品 生産部
井上天極堂 製造部
上野風月堂 製造部　
エスエスケイフーズ 製造部
エヌ・ディ・シー 製造部
勝美ジャパン 製造部
カネテツデリカフーズ 生産推進課
鎌倉紅谷 製造部
柄木田製粉 本社工場製造課
崎陽軒 シウマイ点心製造部
京樽 製造物流部船橋工場
金精軒製菓 製造部
銀の汐 生産部
熊本チキン 製造部
クリタエイムデリカ 生産部
グローバル・チーズ 製造部
ケイパック 生産技術課
神戸屋 フレッシュベーカリー事業本部
こくぼ 製造課
小島屋乳業製菓 製造部
五島軒 製造部
KOWAKE 生産部
栄屋乳業 生産管理部
サンデリカ 施設部
J- オイルミルズ 生産戦略部　生産技術グループ
ジャンボリア 製造部
タカキベーカリー 秦野工場工務部改善課
長後製パン 製造部
テーブルマーク 製造本部　技術戦略部
デリカシェフ 久喜工場 設備保全課
デルソーレ 生産本部
東京風月堂 生産管理部　機械設備担当
東洋水産 工務部
虎昭産業 栃木工場 工務
中村屋 武蔵工場　工務課
中村屋 生産部
ニチレイフレッシュ 生産部
日清オイリオグループ 生産技術開発部　生産サポート課
日清製粉グループ本社 事業開発本部生産技術開発部
日本エアポートデリカ 製造部
日本水産 食品生産推進部
日本製粉 生産・技術部
にんじん 製造部
ひざつき製菓 製造部
ファーストフーズ 施設部
不二製油 つくば工場　工務課
フジデリカ 生産部
フジパングループ本社 施設部
フジフーズ 生産技術部
文明堂銀座店 船橋工場
ブルドックソース 館林工場
ホームデリカ 管理部施設管理課
松富士食品 製造部 生産ライン
マルハニチロ 生産管理部　生産管理課
武蔵野ホールディングス エンジニアリング部
明治 生産本部
明治屋 商品事業本部生産管理部
山崎製パン 施設本部
山崎製パン 生産統括本部　加工食品部
ユウキ食品 製造部
吉美食品 製造部/品質管理部

ライフコーポレーション 船橋プロセスセンター
リバティーフーズ 工務
ルピシア 製造部
わらべや日洋 生産技術部　設備管理課
わらべや日洋 首都圏生産部東京工場

物流
社　名 部　署

アートコーヒー SCM 本部
味の素 食品事業本部　物流企画部
味の素冷凍食品 ロジスティクス部
伊藤ハム CVS 本部
エースコック 業務統括部業務管理課
カゴメ SCM 本部
キユーピー ロジスティックス本部
クックデリ 物流部
湖池屋 生産物流部
サッポログループ物流 ロジスティクスソリューション部
サッポロビール サプライチェーンマネジメント部
J- オイルミルズ ロジスティクス部
高橋ソース ロジスティック部
東洋水産 生産物流部
永谷園 SCM 本部
ニチレイフーズ 物流部
日清オイリオグループ 物流統括部
日清食品 SCM 企画部
日本製粉 流通業務部
ハウス食品 生産・SCM 本部　SCM 部
フジッコ ロジスティクス推進部
プリマハム 物流部管理課
ホソヤコーポレーション 物流チーム
三井製糖 東部物流課
ミツハシ 精米物流部
明治 物流企画部
山崎製パン 物流部
理研ビタミン 物流部

経営管理
社　名 部　署

アーリーフーズ 管理部
浅野屋 管理本部
旭水産 総務課
味のちぬや 東京本社
アルティフーズ 生産管理部
王様製菓 管理部
小川香料 経営企画部
勝美ジャパン 管理部
キーコーヒー 経営企画部
菊池食品工業 総務・経理部
木村飲料 総務部
ぎょれん鹿島食品センター 管理部
銀の汐 生産部
クリタエイムデリカ 生産部
交易食品 生産本部
五島軒 販売部
サトウ食品 生産本部
三協デリカ 生産本部
サンデリカ 経理本部
サンポー食品 事業本部
ジーケイフーズ 生産管理
酒悦房総工場 生産管理
生活の木 経営管理室
ゼンショーファクトリーホールディングス 生産戦略室
ダイドーグループホールディングス 戦略投資
デリシャス・クック 管理部
デルソーレ 経営戦略室
戸田フーズ 生産本部
虎昭産業 管理本部
ナガホリ 経営管理部
ナチュルダ・インターナショナル 管理部
ニチレイフーズ 経営企画部
日本ハム 加工生産改革部
日本水産 食品生産推進部
日本ピュアフード 事業改革部
ハッピー食品 管理本部

※業種分類は来場登録時の情報に準じる



28

プライムデリカ 生産本部
マルサンアイ 管理統括部
丸大食品 惣菜マーケティング部
武蔵野 生産事業本部
メルヘン 統括本部
大和 管理本部
わらべや日洋 国内事業統括
わらべや日洋 地区事業本部

惣菜・弁当
社　名 部　署

アーリーフーズ 品質管理室
アイソニーブーズ 製造部
アイワイフーズ 商品開発部
青柳食品 本社・工場
アルティフーズ 米飯部
イクタツ 米飯本部　品質統括部　商品開発課
イセデリカ 製造部
イニシオフーズ 中食生産部生産管理課
今半 弁当店販営業部
エスエスフードインターナショナル 商品開発
エムアイフードスタイル 外販部製造グループ
オーケーズデリカ 調理製造部
カネ美食品 外販品質管理室
菊池食品工業 商品企画部
崎陽軒 シウマイ点心製造部
協同組合フレッシュフーズサプライ 商品企画部
グリーンハウスフーズ 店舗開発部設備設計担当
クリタエイムデリカ 開発部
グルメデリカ 工務部
西友 若菜（CK）生産担当
コープデリフーズ 桶川デリカセンター開設準備室
コープデリ連合会 生産事業企画
サラダクラブ 生産技術部
サリックスマーチャンダイズシステムズ 製造部
サンデリカ 購買本部
サンブランチ 企画開発部
ジーケイフーズ 製造
ジャンボリア 商品部
成城石井 製造本部
玉子屋 調理
デリア食品 営業本部
デリカウイング 生産本部
デリカフーズ 生産管理部
天土 品質管理
トオカツフーズ 営業本部
トーキ 船橋営業所
戸田フーズ 開発営業本部
虎昭産業 管理本部
日清製粉グループ本社 事業開発本部研究開発部
日本エアポートデリカ 製造部
日本クッカリー 事業本部　製造部
日本デリカフレッシュ 生産部
人形町今半フーズプラント 品質管理室
浜木綿 商品部　植田工場
はやしや グループ研究開発部　新規事業開発課
ファーストフーズ HACCP 推進室
フジッコ 開発本部
フジデリカ 製造
フジフーズ 商品本部
プライムデリカ 商品本部
フルックス ミールソリューション事業部
フレッシュダイナー 商品開発課
フレッシュフーズサプライ 商品企画部
プレナス 品質保証部
ホームデリカ 管理部
松研社 総務部
マルズグループ 食菜工房
丸大食品 惣菜マーケティング部
マルタマフーズ 事業開発本部
ミツハシ 炊飯事業本部炊飯加工部
武蔵野 商品開発部
武蔵野 生産事業本部
武蔵野フーズ 惣菜・健康宅配部惣菜課
武蔵野ホールディングス 事業開発部
ライフイット・ラボ デリカ配送事業部

ロック･フィールド 企画開発本部 商品企画室
わらべや日洋 チルド商品部
わらべや日洋 新規開発部
わらべや日洋 首都圏生産部

冷凍食品
社　名 部　署

赤城乳業 生産技術課
味のちぬや 東京本社
味の素 冷凍食品事業部
味の素冷凍食品 生産戦略部
イートアンド 食品営業本部　食品業務部　食品商品開発グループ
石松 本店
壱番屋 生産本部　愛知工場
井上天極堂 製造部
エバラ食品工業 研究所　テクニカルセンター
エムアイフードスタイル 商品統括本部　外販製造部
勝美ジャパン 製造部
キッコーマンソイフーズ 食材事業本部　商品企画部
餃子計画 製造部商品管理開発課
ぎょれん鹿島食品センター 管理部
ケイエス冷凍食品 マーケティング部
春雪さぶーる 企画開発本部
ターナーフード工業 製造部設備課
大冷 商品開発部
TR ファクトリー 製造企画部
テーブルマーク 製造本部　技術戦略部
テーブルマーク 品質管理部
デルマール 品質管理部
ドリームフーズ 品質管理部
トレビ 商品開発課
トロナジャパン 営業本部
中村屋 研究開発室
ニチレイ 技術戦略企画部　基盤技術グループ
ニチレイフーズ 経営企画部
ニチレイフーズ 技術戦略部
ニチレイフーズ ブランド推進部
日清フーズ プロダクトマネジメント統括部第三部
日東ベスト 健康・特販事業部
ニップン冷食 竜ヶ崎工場
日本水産 食品生産推進部
日本製粉 食品事業本部　統括・管理部
ヒューテックノオリン 関東工場
ホソヤコーポレーション 物流チーム
マルハニチロ 市販用冷凍食品部
マルハニチロ 業務用食品部
ミツハシ 冷凍食品部
宮下製氷冷藏 松尾事業所
山崎製パン 加工食品部
ヨコミゾ 製造部
ライフフーズ 市川センター
ワールドファーム 本社

情報・システム
社　名 部　署

オリエンタルベーカリー 総務部 情報システム室
ニチレイフーズ 技術戦略部生産革新グループ
ネクスグループ 事業開発本部
味覚糖 生産システム開発 DEP
三井製糖 情報システム

外食・フードサービス
品質管理

社　名 部　署
アサヒフードクリエイト 品質管理部
アニメイトカフェ 衛生管理課
イオンイーハート 品質管理 G
ANA インターコンチネンタルホテル東京 食品安全衛生
エームサービス 運営・品質管理本部　品質統括センター
SFP ホールディングス 衛生管理部
エム･ ティー ･フード 衛生管理部
王将フードサービス 衛生管理課
大戸屋 食品衛生研究所

オリエンタルランド 食の安全監理室
ガーデン 購買部品質保証課
活美登利 衛生室
カネ美食品 外販品質管理室
グリーンハウス 商品本部　ISO・品質・安全衛生管理室
クレア 衛生管理課
コメダ 品質管理部
サイゼリヤ 品質保証室
サリックスマーチャンダイズシステムズ 品質保証部
シダックス 品質管理室
シャノアール 商品部品質保証課
シャングリラホテル東京 F&B Hygiene & Chief Steward
セブン & アイ・フードシステムズ QC 室
ゼンショーファクトリーホールディングス 食品安全保証室
ゼンショーホールディングス グループ食品安全保証本部
大庄 食品衛生研究所
ダイナックホールディングス 品質管理部
東洋食品 衛生部
ドトールコーヒー 営業商品推進部
トリドールホールディングス 食品安全管理部
日清医療食品 衛生管理室
日本マクドナルド 食品安全・品質システム部
はま寿司 食品安全保証室
富士産業 危機管理部
プリンスホテル 品質管理部
松屋フーズホールディングス 品質保証部
メフォス 品質管理部
物語コーポレーション 品質管理室
レクトン 衛生栄養部
レパスト 品質管理部
ロッテリア 品質保証室

生産・工務
社　名 部　署

壱番屋 生産管理部
壱番屋 生産本部　愛知工場
ミールアネシス ミールサービス
サイゼリヤ PJ 推進部
サイゼリヤ 千葉工場設備課
スターバックスコーヒー マニュファクチャリング
南国酒家 製造販売部
ハーベストネクスト 学校給食部
フライングガーデン 栃木工場
松富士食品 商品部
松屋フーズ 店舗設計部
万世 工場長

物流
社　名 部　署

サイゼリヤ 生産物流部
サイゼリヤ 神奈川工場　物流課
サッポロライオン 商品部
ナリコマエンタープライズ フードソリューション事業部
日清医療食品 商品統括部物流管理課
ネオ・エモーション 運営本部
吉野家ホールディングス グループ商品本部商品統括部

経営管理
社　名 部　署

アールアンドビー守破離 本社
赤門 経営統括部
あきんどスシロー BPR 推進部
イズムフーズ 本部
壱番屋 店舗企画部
MYU 経営企画部
カッパ・クリエイト 戦略本部
コロワイド 開発本部　施工統括部
GF エンタープライズ 飲食事業部
大仙産業 管理本部
ちよだ鮨 店舗開発部
ディアーズ・ブレイン 料飲統括本部 料飲管理部
トータル・ソフトウェア 経営企画部
ドトールコーヒー 商品統括本部
ドミノ・ピザジャパン 店舗設備課
トリドールホールディングス 店鋪設備部
直栄商会 経営企画
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ニトリパブリック 外食事業部
日本国民食 営業開発事業部
プレナス 外食事業本部管理サポート部
マックスパート 経営統括本部
三笠会館 経営企画室
ミリアルリゾートホテルズ 経理部
物語コーポレーション 成長戦略室
養老乃瀧 資産管理

情報・システム
社　名 部　署

ゼンショーホールディングス グループ IT 技術本部
日本マクドナルド株式会社 食品安全品質システム部

弁当・惣菜
社　名 部　署

かかし亭
京樽 製造物流部船橋工場
神戸物産
ジェイアール東海パッセンジャーズ 製造部
ゼストクック 品質管理室
ハークスレイ 店舗施設部
吉野家ホールディングス グループ品質保証
吉野家ホールディングス グループ商品本部商品統括部

中間流通
食品卸売・商社

社　名 部　署
アースサイド 事業開発部
旭食品 東京支社　物流本部
旭食品 広域営業本部
イースタンフーズ
イイヅカ
一神商事 商品開発部
伊藤忠食品 ロジスティクス本部　ロジスティックス企画部
伊藤忠食品 情報システム本部　情報システム部
Wismettac フーズ
エコジャパン 21 商品部
エスアイシステム 営業企画課　マーケティング G
MSJ
折兼
カクヤス 商品管理部
加藤産業 ロジスティクス部
川和 販売課
関東日本フード 経営戦略室
久世 商品部
ケー・シー・エス システム部
大洋
国分関信越 フードサービス事業部
国分グループ本社 物流統括部
国分グループ本社 品質管理部　
国分グループ本社 流通事業部
国分首都圏 物流システム部
国分ビジネスサポート
国分フードクリエイト マーケティング部
サニーフーズ
三協商事 物流加工部
三幸食品 経営企画室
ジーエフシー 広域営業グループ
シオザワ 卸商部
ジャパンフードサプライ 品質管理部
食協
シンポフーズ 商品部
タジマヤ システム部
デリカフーズホールディングス 広報 IR 室
東京フーズシステムズ
東京物産
トーカン CVS 営業部　物流部　物流企画管理課
トーホー マーケティング本部
ナックス 事業開発部
ニチレイフレッシュ 畜産事業部　畜産第一グループ
日本アクセス 外食流通営業部門　外食流通物流推進部　物流推進課
日本アクセス フローズン食品 MD 部

日本アクセス ロジスティクス企画部
日本アクセス 食品安全管理部
日本アクセス CVS 物流統括部
日本活魚
日本コムサ 営業企画部
日本酒類販売 営業本部　食品事業部
日本生活協同組合連合会 通販本部　通販事業管理部　品管 2 グループ
ノースイ 生産管理部
日昭産業 外食営業部
フーズサポート
フジサニーフーズ CB 戦略推進部
フレッシュ・フード・サービス 品質保証部兼企画開発部
丸菱
三井食品 営業本部
三菱食品 SCM 統括オフィス
三菱食品 低温事業本部
三菱食品 情報システム本部
三菱食品 CVS 本部　運営管理第二グループ低温物流営業ユニット
三菱食品 品質管理グループ
ヤマエ久野 物流企画課
ユニコ・ジャパン・インターナショナル
ヨシケイ開発 商品物流部
リテールシステムサービス

物流・倉庫
社　名 部　署

アイエイチロジスティクスサービス 業務管理課
東江運輸 管理部
アマゾンジャパン GSF 事業部
アリスペッドジャパン
イーサポートリンク リテールサポート事業部
飯野海運 事業開発推進部
石井商事運輸 伊勢原センター
伊藤忠ロジスティクス 物流センター第一部　江東事業所
エス・アイ・ロジ
エス・シー・ロジスティクス
SF エクスプレス
SBS グローバルネットワーク
エスワイプロモーション
NBS ロジソル 東日本エリア営業部
F-LINE
川西倉庫
関東運輸 営業推進本部
北王流通
紀文フレッシュシステム 経営企画部
キユーソー流通システム 営業本部　事業企画部
クックデリ 物流部
K.U.S. ロジスティクス・サポート 本部
国分ロジスティクス 経営企画部
相模運輸倉庫
SAS ロジスティックス 本社
サンインテルネット 営業企画部
三工興産 営業開発
サンデン・リテールシステム リテールソリューション事業部
C&F ロジホールディングス
シーエックスカーゴ
篠崎運輸
新日本海フェリー
鈴与 食品物流事業部
スワリク 千葉低温物流センター
全日本ライン 管理部　総務課
ゼンリン エンタープライズ BU
第一港運
ダイセーエクスプレスシステム
ダイトーコーポレーション 物流事業部 営業部
東部運送
東北丸和ロジスティクス 新規開発事業部
トプレック 広域営業本部
ナカムラロジスティクス グローバルマーケティング
名正運輸
成田運輸 事業開発
ニッコンホールデイングス 営業企画室
日新 国際営業第三部
日本通運 事業開発部
日本物流センター 事業推進室
日本ロジテム 品質管理本部

ハウス物流サービス
ヒューテックノオリン 企画開発部
ファースト物流 本部
船井総研ロジ ライン統括本部
ベストランス 事業本部
ホウスイ
丸運 神奈川流通センター
丸紅ロジスティクス 国内業務室
丸和運輸機関 営業企画部
三井倉庫　
三井不動産
三菱商事ロジスティクス プロジェクト開発室
三菱倉庫 倉庫事業部
ヤマザキ物流 営業部
横浜倉庫
横浜ロジスティクス 施設管理事業部
ランテック
菱倉運輸

給食
学校・幼稚園・保育園

社　名 部　署
愛知県豊田市 保健給食課
秋田県大仙市
あきる野市 教育部　教育総務課　学校給食センター建設準備係
旭川市 企業立地課
板橋区立高島第一小学校
大田区教育委員会 教育総務部　学務課　保健給食係
岡山県
熊本県
埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校
栄町学校給食センター
杉並区立四宮小学校
杉並区立杉並第九小学校
杉の子学園保育所
世田谷区教育委員会
袖ケ浦市学校給食センター
田村市 産業部　商工課
千葉県
千代田区教育委員会 子ども部　学務課
東京農業大学稲花小学校
所沢市教育委員会 保健給食課
中野区立緑野中学校
如意輪幼稚園
福島県
藤岡市学校給食センター
福生市学校給食センター
文京区
松本幼稚園
宮崎県
八千代市教育委員会 保健体育課
大和市立林間小学校
大和市立渋谷小学校

病院・高齢者施設
社　名 部　署

石郷岡病院 栄養課
一燈会グレースヒル湘南
伊藤病院 臨床栄養室
医療福祉運営機構
浦安エデンの園 食事サービス課
大森赤十字病院 医療技術部　栄養課
介護老人保健施設やまざくら 栄養課
葛飾ロイヤルケアセンター 栄養科
神奈川病院 栄養管理室
亀田総合病院 栄養管理室
北里病院 給食科
三愛会総合病院 栄養科
自衛隊中央病院 栄養課
仁和会総合病院 栄養科
秦和会秦野病院 診療技術部　栄養課
聖隷佐倉市民病院 栄養科
竹の塚翔裕園 栄養課
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龍岡介護老人保健施設 栄養部
龍岡会龍岡介護老人保健施設 栄養部
特別養護老人ホーム菅田心愛の里 サービス課
長津田厚生総合病院 栄養科
箱根リハビリテーション病院 栄養科
福栄会品川区立かがやき園
富士白苑大磯コーポ 厨房
町田接骨院
横須賀共済病院 栄養管理科
ライフプラザ鶴巻 栄養グループ

給食サービス
社　名 部　署

アルス 商品部
イートルズ
一冨士フードサービス
魚国総本社
エームサービス 運営管理センター運営企画室
エム・ティー・フード 事業本部　営業部
がんこフードサービス 管理本部
銀座スエヒロカフェテリアサービス
グリーンハウス 商品本部
菜友
さくらフードサービス 本社
シーユーシー・フーズ 本部
JFS
シダックス
シダックスフードサービス 保育給食事業本部
西洋フードコンパスグループ
セブンアンドアイフードシステムズ コントラクト
千秀グローバル
SOMPO ケアフーズ 商品開発部
第一食品
大仙産業 管理本部
ティービーフーズ 調理部
東京ケータリング 総務部　管理課
東洋食品
トーシンフードサービス
ナリコマエンタープライズ フードソリューション事業部

ニチダン
日米クック
日京クリエイト 営業サポート部
ニッコクトラスト
日清医療食品 商品統括部
日本医療食研究所
日本国民食 管理部
ハーベスト 本部室
ハーベストネクスト 学校給食部
富士産業 新規事業調査室
フジ産業 事業推進部　営業推進グループ
ミールアネシス
メフォス
八重洲ライフ 運営部
LEOC 営業企画本部　ファシリティ部
レクトン
レパスト

小売・流通
社　名 部　署

アコレ 商品部
イオン グループお客さまサービス部
イオンリテール 食品本部　デリカ商品部　商品企画開発部
イトーヨーカ堂 食品事業部
魚太郎 小売事業部
エコス 生鮮食品部
江崎ストアー
エムアイフードスタイル 商品統括本部　外販製造部　製造グループ
遠鉄ストア 商品部プロセスセンター
オリエンタルランド 商品開発部
尾張屋 本部惣菜
カノー 開発部
京都ステーションセンター 営業本部　SC 運営グループ
銀座千疋屋 仕入部
京王ストア
合同会社西友 商品本部
コノミヤ

サニーヘルス 商品開発部
サミット 物流グロサリー業務部
サンベルクス 営業企画部
サンワ
シジシージャパン 品質保証室
ジャクエツ SD 事業部
ジョイテック 資材課
新宿高野 E コマース部
スーパーなかや 鮮魚部
生活協同組合ユーコープ 品質保証部  商品検査センター
成城石井 品質管理室
セブン & アイホールディングス セブンプレミアム開発戦略部
セブン - イレブン・ジャパン 商品本部
大丸松坂屋百貨店 業務本部　総務部
東京さえき 商品開発部
東武ストア PC 企画部
東武百貨店 販売推進部　販売管理課
ナリタヤ
パルコスペースシステムズ プロパティマネジメント部
パン・パシフィック・インター
ナショナルホールディングス 品質管理部

ファミリーマート 製造基盤整備部
ファミリーマート SCM・品質管理本部　製造基盤整備部
富士シティオ システム物流部
フジフーズ フローズンプロダクト本部
平和堂 CS 推進部　品質管理室
ベルク 移動販売課
北辰商事 商品部
マミーマート 物流部
ミニストップ 商品本部
ヤオコー デリカ事業部
ライフコーポレーション 船橋プロセスセンター
ローソン デイリー部
ロピア 精肉事業部
ロピアホールディングス 管理本部
ロフト 品質管理部
綿半ホールディングス 総合管理室
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東京ビッグサイト（青海展示棟）

お問い合せ先

FOOD展事務局
フードシステムソリューション
フードセーフティジャパン
フードファクトリー
フードディストリビューション

フードeコマース
惣菜 JAPAN
冷食 JAPAN

TEL：03-3503-7661 　FAX：03-3503-7620
E-mail：office@f-sys.info 　URL：www.f-sys.info/

2021年1月より出展募集開始（予定）
出展に関する詳細は事務局までお問い合わせください。

次回開催案内
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がん研有明病院

豊洲市場

有明
アリーナ

有明体操
競技場

相鉄
グランドフレッサ
東京ベイ有明

有明
ガーデン

ホテルヴィラフォンテーヌ
グランド東京有明

ホテルJALシティ
東京豊洲ホテル

インター
コンチネンタル
東京ベイ

トレードピア
お台場

ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」

りんかい線「東京テレポート駅」

ゆりかもめ「青海駅」

徒歩　約　　　分4
徒歩　約　　　分2

青海展示棟
徒歩　約　　　分6

www.f-sys.info




