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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・ 青海展示棟・
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青海展示棟・ 青海展示棟・

社名 50 音順　※は共同出展者
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日付 天気 来場者数
※1

のべ来場者数
※2

10月27日（水） 曇り
時々雨 3,413名 10,203名

10月28日（木） 曇り
のち晴れ 3,681名 10,784名

10月29日（金） 晴れ 4,032名 11,074名

合計 11,126名 32,061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
0.8%

東北
2.1%

　　北関東 3.7%
　　埼玉　 6.1%
　　神奈川 8.6%
　　千葉　 5.2%
　　東京  58.9%

北陸・甲信越
1.8%

東海
4.3%近畿

4.7%

中国・四国
2.1%

九州・沖縄
1.7%

■地域分類

来場者アンケート集計結果

来場者分析

本展に来場したきっかけは？（複数回答）1Q 2Q 本展に来場された目的は？（複数回答）

ご来場の目的は達成できましたか?3Q 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？

4Q

来場した感想（一部抜粋）5Q 次回のご来場予定は？6Q
◆昨年よりも活気があり、盛り上がりを感じた。
◆セミナー内容が大変興味に富み充実していた。
◆様々なシステムを見ることができて勉強になった。
◆冷凍食品の今後の需要拡大について知ることができた。
◆スペース、配置等、見やすくて会場内を回りやすかった。
◆各展でテーマがまとまっていたと感じた。
◆実機を見て商談できる貴重な機会だった。
◆改めて展示会は最新の動向を把握する場として不可欠だ
と感じた。

案内パンフレットをもらった

上司・同僚・知人などから
すすめられた

インターネットで見た

メールマガジンを読んだ

雑誌や新聞、WEB
バナー広告で見た

0 10 20 30 40 50 60

53.5%

28.3%

14.4%

5.5%

20.1%

　  〈内訳〉
主催者　 50.4%
出展者　49.6%

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ため

新規取引先を探すため

次回の出展を
検討するため

0 10 20 30 40 50 60 70

42.7%

35.7%

66.9%

9.8%

12.3%

2.6%

達成できなかった
19.3%

８０．７％
達成できた

特に役割はない
17.1%

導入のアドバイスを
する立場である 27.6%

選定をほぼ決定
づけている 16.2%

開発・設計などの
立場から意見を言う 
11.9%

利用する
立場から
意見を言う
16.4%

最終決定する
権限を持っている 10.8%

決定に関与
５４．６％５４．６％

来場しない 1.9%

必ず
来場する
20.9%

できれば来場したい
77.2%

次回も来場
９８．１％９８．１％



6

来場対象者の購読する各業界専門紙
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の
際、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周知を図った。

■来場案内パンフレット
テレビ局をはじめ、各業界専門紙誌等の報道関係者へ向け、プレス
リリースを会期前に配信。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
を発信した。

■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

◆ゆとりのあるブース配置で、密を防いでいたと感じた。
◆QRコードによる管理体制が徹底されていて安心した。
◆対策をとっていたことがわかったので安心して回ることができた。
◆各出展者の感染対策や配慮が行き届いていたのがよかった。
◆コロナ禍で不安だったが、きちんと対策（消毒、人数制限等）がされていたと感じた。
◆徹底した対策をとっていたので、安心して試食することができた。
◆ソーシャルディスタンスやアルコールなどコロナ対応が充実していた。

新型コロナウイルス対策の感想（一部抜粋）

　事務局では昨年に引き続き「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の活用など、様々な箇所で徹底した対策を行い、
出展者・来場者共に商談に集中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、（一社）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、（一社）日本惣菜協会、 
（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

伊藤　　武 （一財）東京顕微鏡院 名誉所長

臼杵　徳一 （一財）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
理事・事務局長

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

実行委員会

部会長

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

　  部　員（病院関係）

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

茂木さつき 自治医科大学付属病院 臨床栄養部 栄養管理室長

宮崎　純一 群馬県済生会前橋病院 栄養科 係長

　  部　員（福祉関係）

加藤すみ子 （公社）日本栄養士会 理事（福祉担当）

鈴木有美子 千葉県栄養士会 福祉事業部

岡本　　剛 （福） 滝乃川学園 法人本部 総務部
（順不同・敬称略　所属・役職は就任当時）

病院・福祉専門部会

開催概要

フードシステムソリューション
FOOD SYSTEM SOLUTION

公的機関や学校給食等の業界関係者に広く浸透している F-SYS は、本年で 17 回目の開催を迎えた。
大量調理現場をテーマに最新情報を発信できる専門展として出展者からの評価も高い。
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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）
学校給食

さいたま市立七里中学校 栄養管理・調理 給食用機器、洗剤、食器、衛生製品

相模愛育会認定こども園きらきら 栄養管理・調理 食器類、器材

春野学校給食センター 栄養管理・調理 学校給食センターでの献立作成

日の出町学校給食センター 経営・管理 異物混入対策

大和市立林間小学校 栄養管理・調理 プラストチラー、食器洗浄剤用スポンジ、冷凍野菜

公的機関
我孫子市教育委員会 栄養管理・調理 スチームコンベクション・真空冷却器・ブラストチラー

葛飾区教育委員会 栄養管理・調理 学校（給食室）改築に関する業務も行っているので、給食機器について勉強したい

逗子市役所 栄養管理・調理 大量調理施設設備全般

八丈町役場 栄養管理・調理 冷食・食材

富津市教育委員会 栄養管理・調理 食器・食缶及び洗浄機

港区 設備導入・管理 給食調理機器（回転窯釡など）で従来より小型で大容量の機器を見たい

南魚沼市役所 施設管理・事務 学校給食に係る全般

病院・福祉施設
伊藤病院 栄養管理・調理 配膳車や洗浄機などの最新機器

慶成会 青梅慶友病院 栄養管理・調理 異物除去洗浄機　野菜洗浄シンク　他厨房機器

慈協会 特別養護老人ホームサニーヒル 栄養管理・調理 嚥下調整食中心に見て回りたい

社団総生会 麻生総合病院 栄養管理・調理 配膳車や厨房設備について

昌擁会 栄養管理・調理 ニュークックチル全般（再加熱カート等）

地域医療振興協会 経営・管理 病院給食関連ソリューション、機器、システム

ツクイ・サンシャイン成城 栄養管理・調理 調理設備・機器、衛生・環境対策、食品・食材

武蔵野療園病院 栄養管理・調理 温冷配膳車、ニュークックチル

フードサービス
アイフーズ 栄養管理・調理 工場生産の IT 化と一元管理

エームサービス 経営・管理 厨房効率化の追求

栄養食 品質管理 食中毒の予防対策に供するもの

コープフーズ 生産・工務 新技術、新製品のための情報収集

玉子屋 研究・開発 AI やロボットの生産現場への導入

日本栄養給食協会 栄養管理・調理 再加熱カート

日本国民食 経営・管理 学校給食ロボット

ハートエージェンシー 経営・管理 調理設備・機器等について

メーキュー 栄養管理・調理 人手不足対策

メフォス 栄養管理・調理 給食提供の時短や業務軽減につながるもの/安全性の向上につながるもの

■ 業　種 ■ 部　署学校給食 8.5％

食品製造業
※弁当・惣菜メーカー含む
14.0％

公的機関 6.9％

フードサービス
14.7％

小売・流通・商社 18.6％

その他 12.3％

機器・
設備メーカー
11.6%

建築・設計・
エネルギー
6.2%

病院・
高齢者施設
7.2％

給食サービス 10.2%
外食関連等    4.5%

経営・管理
19.4%

品質管理
8.2%

設備導入・管理 15.2%

栄養管理・調理
11.1%

営業・広報 15.5%

研究・開発
8.1%

企画・調査・
マーケティング
7.6%

その他 14.9%
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フードシステムソリューション
FOOD SYSTEM SOLUTION

主催者セミナー
10月27日（水） 10月28日（木） 10月29日（金）

FG-01 12:00～12:45

改訂「学校給食施設計画の手引き」の活用
第1部：事例紹介

出展者セミナー
10月27日（水）

EX-05 15:00～15:45

病院、高齢者・福祉施設給食の早朝勤務負担を軽減！話題のニュークックチルシステム！

長野県長野市「大規模給食センターでの
衛生管理と手作りの工夫」

講　師
長野市第四学校給食センター 栄養教諭　豊田 真奈美 氏
東京都福生市「防災食育センターの実践」

講　師
元福生市役所 教育部長　鳥越 裕之 氏

講　師
公立碓氷病院 診療技術部
栄養科 係長

上原 由美 氏

コーディネーター
女子栄養大学 名誉教授　金田 雅代 氏

FG-02 15:00～16:30

改訂「学校給食施設計画の手引き」の活用
第2部：共通理解と実践に向けて

パネリスト
（株）AIHO 営業推進部 部長

熊谷 文伸 氏

パネリスト
タニコー（株） 官需部 課長

川嶋 賢司 氏
パネリスト

（株）中西製作所 営業企画部
営業企画課 課長

古水 豪 氏

パネリスト
日本調理機（株） フードシステム推進部
設計統括部長

黒田 晃 氏

コーディネーター
女子栄養大学 名誉教授　金田 雅代 氏

FH-01 13:00～14:00

嚥下調整食 －わが社での取り組み－

FH-02 14:30～15:15

給食施設におけるコロナ感染予防策
コーディネーター
茨城キリスト教大学 生活科学部
食物健康科学科 教授

石川 祐一 氏

（国研）国立国際医療研究センター リハビリテーション科・医長

藤谷 順子 氏

エレクター（株） 
営業本部 コンサルタント室 チ―フコンサルタント

大原 和美 氏

FH-03 15:45～16:30

嚥下調整食分類改訂版 
－改訂の経緯について－

群馬県済生会前橋病院 栄養科 係長

宮崎 純一 氏

FH-04 10:45～11:30

診療報酬改定からみる
入退院支援の取り組み

文部科学省 初等中等教育局 健康教育・食育課 学校給食調査官

齊藤 るみ 氏

FG-05 12:00～12:45

学校給食の衛生管理において
栄養教諭等に求められる役割

NTT東日本 関東病院 摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士

上島 順子 氏

FH-07 12:00～12:45

嚥下調整食分類改訂版
－学会分類活用の実際－

昭和大学医学部 小児科学講座 管理栄養士

長谷川 実穂 氏

FG-06 13:15～14:00

栄養教諭の行う食物アレルギーを考慮した
個別栄養指導

多摩大学 医療・介護ソリューション研究所 副所長

石井 富美 氏

FH-08 13:15～14:00

これからの栄養部門マネジメント
－働き方改革と生産性向上－

昭和大学医学部 小児科学講座 教授

今井 孝成 氏

FG-07 15:00～16:30

改訂：学校のアレルギー疾患に対する
取り組みガイドライン

（公社）日本栄養士会 福祉事業担当理事 管理栄養士

加藤 すみ子 氏

FH-05 12:00～12:45

令和3年度介護報酬改定で
栄養はここが変わった!!

（公社）日本食品衛生協会 食品衛生研究所 微生物試験部 部長

甲斐 明美 氏

FG-03 14:30～15:15

大量調理施設で発生した
病原大腸菌食中毒の現状と課題

（一財）東京顕微鏡院 学術顧問

伊藤 武 氏

FG-04 15:45～16:30

HACCPによる
学校給食衛生管理の実践

FH-06 13:00～14:30

コロナ禍における感染予防対策
～今後も起こりうる感染症対策の基本をチェック！！～

千葉県栄養士会 福祉事業部

鈴木 有美子 氏

コーディネーター
（公社）日本栄養士会 福祉事業担当理事 管理栄養士
加藤 すみ子 氏
コーディネーター 講　師

サラヤ（株） メディカル事業本部
常務取締役

吉田 葉子 氏

国家公務員共済組合連合会 
虎の門病院 栄養部 部長

土井 悦子 氏

コーディネーター
茨城キリスト教大学 生活科学部 食物健康科学科 教授
石川 祐一 氏
コーディネーター 講　師

（株）フードケア 営業部 マーケティング
企画課 専任係長 介護食シェフ

在川 一平 氏

講　師
（株）ナリコマエンタープライズ
営業統括部
メディカルセールスディレクター 　

春野 史彰 氏

講　師
ホシザキ（株） 営業本部 主幹

清水 弘樹 氏

FH-09 15:00～16:30

人材難克服のために
－新たなメニューが労働環境を変える－

コーディネーター
（福）滝乃川学園 法人本部
総務部

岡本 剛 氏

コーディネーター
茨城キリスト教大学 生活科学部
食物健康科学科 教授

石川 祐一 氏

（社名50音順）
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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）
●管理栄養士・栄養教諭　　●幼稚園・保育園施設関係者　　●自治体職員（教育委員会等）　　●給食サービス　…等

出展者の声（一部抜粋）
◆ 直近の展示会に比べて来場者が多かった。
◆本気度の高い来場者と商談を行うことができた。
◆昨年よりも来場者が多く、その分多くの話ができた。 

◆セミナーが充実していたので、期待以上に自社ブース
　へ足を運んでもらえた。  
◆PRしたい来場者に多く来てもらえた。

■ 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

■ 新規顧客獲得の場として

■ 販促・商談の場として

■ 既存顧客へのアピールの場として

■ 来場者と貴社ターゲットの
　 マッチングについて

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

68.5%

53.8%

56.3%

21.8%

27.1%

期待以下 15.7% ７．１％

７７．２％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８４．３％８４．３％

期待以下
18.7% ２１．９％

５９．４％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８１．３％８１．３％

期待以下
27.3%

３．１％

６９．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７２．７％７２．７％

期待以下
17.8% ７．３％

７４．９％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８２．２％８２．２％

期待以下
19.6%

１２．５％

６７．９％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．４％８０．４％
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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

業界関係者からの評価が高まるフードセーフティジャパン（FSJ）、フードファクトリー（FF）は本年、『乳製品製造・
開発技術ゾーン』を新設し、新たな顔ぶれが集まった。会場では食品業界の品質管理、生産・製造ラインや工務、
経営層と出展者による濃密な情報交流・商談が展開された。

■ 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：（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、 
（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
田辺　義貴 (一財)食品産業センター 専務理事
副委員長
加地　祥文 （公社)日本食品衛生協会 常務理事
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　品質保証本部長

杉野　　弥 雪印メグミルク(株)品質保証部　部長

澤野　啓二 アンリツ(株)インフィビスカンパニーグローバル事業
推進本部　Iブランディング部

真田　知典 川崎重工業(株)ロボットディビジョン 理事
商品企画総括部　副統括部長 

藤村　　晶 （一財)環境文化創造研究所　事務局長代理 

竹下　　満 (一社)産業環境管理協会CLOMA事務局　

天野　貴司 大成建設(株)エンジニアリング本部 ライフサイエンスプ
ロジェクト部 食品施設プロジェクト室　室長

井上　裕幸 ダイキン工業(株) 低温事業本部　営業部長

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 部長

松本　　博 凸版印刷(株) DXD事業部
事業推進センター　NAVINECT本部　販促部長

高本　治明 （一社)日本ロボット工業会 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マネージャー

竹茂　　昭 アテックス(株) 代表取締役社長

合同企画委員会

部会長
田辺　義貴 (一財)食品産業センター 専務理事
部員

奥泉　明子 (一社)日本チーズ協会 事務局長

打田内　茂 (一社)葛巻町畜産開発公社・くずまき高原牧場 
交流製造部次長兼チーズハウスくずまき 工場長

小川　澄男 トモヱ乳業(株) 専務取締役

鍜治　葉子 日本テトラパック(株) マーケティング部
執行役員 マーケティングディレクター

及川　心吾 小川香料(株) フレーバー事業 事業部長
（順不同・敬称略　所属・役職は就任当時）

乳製品製造・開発技術ゾーン セミナー専門部会

開催概要
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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）

FSJ
食品製造業

旭物産 品質管理 衛生資材、サニタリー、洗浄・殺菌、工場設備・
部品

味の素冷凍食品 品質管理 アレルゲン対策/洗浄殺菌技術/脱臭技術
奥野製薬工業 企画・調査 既存商品と抗菌技術のコラボ
かどや製油 品質管理 品質管理関連、製造現場のペーパーレス化関連
ケンコーマヨネーズ 研究・開発 品質検査関連　野菜原料や加工の新技術
小林商事 品質管理 品質管理に関連する器具、備品類、検査技術等
日本デリカ
フレッシュ 品質管理 省人化と品質管理の両立/HACCP関係/表示管

理関係
ハウス食品グループ
本社 品質管理 フードディフェンス用カメラ　

※冷蔵・冷凍庫で使用できるもの
ファーストフーズ 経営・管理 食品安全・衛生管理

不二家飲料果実 品質管理 クレーム減への情報/異物混入防止に役立つ技
術など

ポプラ 品質管理 菌の迅速検出やHACCP後の対応などについて
武蔵野
ホールディングス 品質管理 品質保証体制構築に向けての情報

武蔵野
ホールディングス 品質管理 異物混入対策

わらべや日洋食品 品質管理 食品安全につながる各種技術

フードサービス・流通・小売・他
イトーヨーカ堂 生産・工務 機器洗浄機、製造機器
キリンシティ 品質管理 食品衛生に関する製品
クリアバリュー 品質管理 品質管理全般
ジェイ・エス・ビー・
フードサービス 品質管理 品質管理向上に向けての製品・サービス

西友 品質管理 食品製造においての細菌検査に関わる事全般
ゼンショーホール
ディングス 品質管理 品質管理全般。特に微生物迅速検査や商品の

温度管理システムなど
髙島屋 品質管理 HACCP関連機器（自動温度測定など）
ナリコマフード 神戸
セントラルキッチン 品質管理 毛髪混入対策/微生物制御

日本マクドナルド 研究・開発 フードセーフティに関する技術情報
パレスホテル 品質管理 HACCP の履行のノウハウや ISO取得の現実問題

平和堂 品質管理 スーパーの加工場の洗浄を自動でできるよう
な技術

宮田 品質管理 異物検出機械（金属検査機、X線検査機）
ライフコーポレーション 品質管理 衛生・清掃関連商品
ロッテリア 品質管理 食品安全の現状について、情報収集

FF
食品製造業

アサヒ飲料 生産・工務 バター製造に関する製品・技術
アサヒグループエ
ンジニアリング

設備導入・
管理 製造拠点での自動化技術

オニックスジャパン 品質管理 調理麺製造工程で自動化・省人化できる設備・
機器/日報の管理

ケイエス冷凍食品 生産・工務 少人化ができる設備/技術
交易食品 経営・管理 食品製造にかかわる機械・システム等
小林商事 生産・工務 ロボット化に関する情報
サントリー
MONOZUKURI
エキスパート

品質管理 SDGs 対応/ESG経営を視野にした食品加工新
技術や設備導入

ゼンミ食品 研究・開発 省人化、抽出装置他設備、洗浄・殺菌、省エネ、
物流情報

トオカツフーズ 品質管理 作業の自動化・画像認証システム等製造に活用
できるようなこと

鳥越製粉 生産・工務 効率化、スマート化について
日清オイリオ
グループ 品質管理 DX関連、省人化、省エネ、工程改善（センサー、

カメラ、検査機）
ニチレイフレッ
シュ 生産・工務 食品製造機械を確認したい

ファーストフーズ
名古屋 経営・管理 省人化設備

マリンフーズ 生産・工務 食品機械
モーニング 生産・工務 製造の効率化における設備投資

フードサービス・流通・小売・他
味の民芸フード
サービス

設備導入・
管理 主に麺関連の機器探索。

オリエンタルランド 設備導入・
管理

調理設備、機器、衛生についての新製品を知り
たい

サイゼリヤ 研究・開発 混合機、充填機
玉子屋 研究・開発 AI やロボットの生産現場への導入
日本生協連 研究・開発 包装機械/製造機械
B-R サーティワン
アイスクリーム 調達・購買 アイスクリーム用原料、アイスクリーム商品用

資材、乳製品に関わる分野
山善 営業・広報 食品産業におけるロボット導入について
吉野家 経営・管理 チョッパー、粉砕機、梱包機等

■ 業　種 ■ 部　署その他 7.2%

食品
製造業
39.8%

機器・
設備メーカー
8.3%

流通業 24.3%

建築・設計・エネルギー
2.8%

フード
サービス
14.1%

公的機関 3.5%

給食関連 9.1%
外食関連 5.0% 卸売・商社 14.1%

小売　　   10.2%

経営管理
22.4%

生産・工務 19.1%

品質管理
18.2%

物流・情報システム 2.5%

設備導入・管理
9.2%

研究・開発
6.9%

営業・広報
7.4%

企画・調査・
マーケティング
8.1%

その他 6.2%
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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

出展者セミナー
10月27日（水） 10月28日（木） 10月29日（金）

EX-03 13:00～13:45

（株）カミナシ 代表取締役CEO

諸岡 裕人 氏

「身の丈DX」からはじめる、
食品工場における安全品質の担保

EX-04 14:00～14:45

日清エンジニアリング（株） 営業部 担当課長補佐

中島 千秋 氏

食品工場における
省力化・効率化のすすめ方

EX-09 13:00～13:45

（株）ペストビジョンソリューションズ
営業開発部 川竹 友志 氏

クレームになる前に！ 
ねずみ害虫を遠隔監視できるペストビジョン

EX-10 14:00～14:45

（株）竹中工務店
エンジニアリング本部 製造・物流施設本部 グループ長 日高 卓 氏
食品工場の再構築エンジニアリング

EX-15 13:00～13:45

中設エンジ（株） 営業統括部 営業部 　須崎 英史 氏
食品工場計画で取り組むSDGsの一例

EX-16 14:00～14:45

HACCPナビで実現する食品衛生管理DX。
最新機能もご紹介。

EX-17 15:00～15:45

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
食品工場建設のロードマップ

主催者セミナー

10月27日（水） 10月28日（木） 10月29日（金）

FS-05 11:00～12:30

SDGｓ・食品の多様性対応と食材ピクトグラム
～食品安全とその先にある安心への取り組み～
国際空港や国際イベントで実施した食材ピクトグラムの取り組み事例

（株）フードピクト 代表取締役
菊池 信孝 氏

機内食と選択食の事例
（株）ANAケータリングサービス
品質保証室 衛生推進部 部長

上村 典子 氏

FS-01 10:45～11:30

パネリスト
ユーロインターナショナル（株）
製造部 品質管理室 課長

佐々木 潤 氏

パネリスト
（株）虎昭産業 品質保証部 部長

渡邉 晃弘 氏

パネリスト
（株）食品化学新聞社 食品化学事業部
月刊「フードケミカル」編集部

立石 亘 氏

パネリスト
（株）グローバルテクノ 監査事業部
事務局長

濱田 章弘 氏
コーディネーター

（株）Food・Safety 代表取締役　矢島 秀章 氏

凸版印刷（株） DXデザイン事業部 事業推進センター NAVINECT本部 NAVINECT販促部 部長

松本 博 氏

充填包装DX

FS-06 13:15～14:00

（一財）化学研究評価機構
食品接触材料安全センター 企画調整室長 梶原 健世 氏
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度導入について

NS-03 13:15～14:00

日本テトラパック（株） マーケティング部 執行役員
マーケティングディレクター 日本・韓国担当 鍛治 葉子 氏
グローバルトレンドと牛乳・乳飲料にみられる成長への機会

NS-04 15:00～15:45

茨城県小美玉市役所 企画財政部
企画調整課 シティプロモーション係 課長補佐
中本 正樹 氏

（株）湯田牛乳公社 営業課 係長
小林 冬樹 氏

ヨーグルトを旗印に築かれた、全国規模のネットワーク「全国ヨーグルトサミット」

FS-07 15:45～16:30

消費者庁 消費者教育推進課
食品ロス削減推進室 室長 田中 誠 氏
食品ロス削減における食品安全への配慮について

FS-12 14:30～15:15

DNVビジネス・アシュアランス・ ジャパン（株）
食品・飲料部 マネージャー 長谷川 清 氏
GFSIの最新情報

FS-04 10:45～11:30

（株）内田洋行 情報ソリューション事業部
ソリューション営業部 営業２課 課長 山木 淳司 氏

「食品製造業におけるITを活用した業務支援
～業務のローコスト化、食の安心・安全の強化、原価の見える化～」

FS-08 10:45～11:30

イオンフードサプライ（株） 品質保証部 マネージャー 　

木村 朋子 氏

食品工場の品質管理を支える生産ライン映像記録システム

FS-11 12:00～12:45

農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部
外食・食文化課 食品ロス・リサイクル対策室長

森 幸子 氏

食品ロス削減についての取組

NS-01 13:15～14:00

小川香料（株） フレーバー事業

西野 洸貴 氏　谷垣 宏美 氏

乳製品関連市場の最新動向と香料が果たす役割について

NS-02 15:45～16:30

トモヱ乳業（株） 品質保証部 部長

小川 寿郎 氏
トモヱ乳業（株） 商品開発部 課長代理

原 来人 氏

牛乳・乳飲料製造工場の衛生管理の進め方と実務

FS-03 15:00～15:45

（株）フーズデザイン 代表取締役社長

加藤 光夫 氏

簡単な改善でできるHACCP実践

FS-02 11:00～12:30

JFS-B規格を理解して企業力をアップさせる

パネリスト

FS-10 14:30～15:15

After コロナ With HACCP 
～安全を安心につなげる～

パネリスト

コーディネーター （一財）環境文化創造研究所 事務局長代理

藤村 晶 氏

FS-09 11:00～12:30

食品産業におけるロボット導入の基礎
食品産業に向けた産業用ロボットとその導入事例の紹介

食品産業におけるロボット活用事例
（株）ニッコー 営業第二部 部長

大場 勝 氏
食品製造省人化事例と経験からみた落とし穴

（株）ケイズ ベルテック 代表取締役

里薗 勝成 氏

川崎重工業（株） 理事 精密機械・ロボットカンパニー
ロボットディビジョン 商品企画総括部 副総括部長
真田 知典 氏

講　師

講　師

講　師

（一財）環境文化創造研究所
事務局長代理

藤村 晶 氏
（株）MS&Consulting
リレーション事業本部 　

金澤 則幸 氏

コーディネーター講　師

第1部
トモヱ乳業㈱における商品開発部の取組み第2部

NS-05 13:00～14:30

（一社）日本チーズ協会
事務局長

奥泉 明子 氏
（一社）葛巻町畜産開発公社・くずまき高原牧場
交流製造部次長兼チーズハウスくずまき工場長

打田内（うったない） 茂 氏

日本の工房製チーズの魅力 ～情勢と展望～第1部
小規模なナチュラルチーズ製造事業所における
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理事例

第2部

EX-11 15:00～15:45

（株）三菱総合研究所
イノベーション・サービス開発本部 主席研究員 氷川 珠惠 氏

（株）三菱総合研究所
イノベーション・サービス開発本部 主席研究員 氷川 珠惠 氏

HACCPナビで実現する食品衛生管理DX。
最新機能もご紹介。

本年もDXやSDGsなどトレンドを押さえた多種多様なテーマで講演を実施。
会場には連日、課題解決を求める大勢の聴講者が詰めかけた。
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出展者アンケート集計結果

出展者の声（一部抜粋）
◆ 多くの来場者にPRできたので、新商品のマーケティング
に役立った。
◆ 食品工場の悩みに対する相談の場として、課題解決の提
案ができた。
◆テーマ性の高い展示ができ、新規顧客がつかめた。

◆食品業界への参入の足がかりとして期待以上の成果が 
　あった。
◆ 思っていたより多くの方にブースに来ていただき、具体
的な商談へ進めそうな案件が多くあった。

■ 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

■ さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）
●小売業
●食品加工業
●食品製造業
●衛生関連商社
　　　　・　　　　・　　　　・

■ 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

■ さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）
●和洋菓子業
●乳業メーカー
●フードサービス
●食品スーパー
　　　　・　　　　・　　　　・

FSJ FF

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

69.2%

58.8%

89.7%

28.9%

40.5%

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

PRしたい対象者が来場する為

食品業界への参入の
足がかりとして期待した

0 10 20 30 40 50 60 70

21.3%

38.8%

72.3%

46.8%

31.9%

期待以下
15.8% ７．６％

７６．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８４．２％８４．２％

期待以下
16.9% ８．８％

７４．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８３．１％８３．１％

期待以下
18.7% １２．２％

６９．１％
期待通り

期待以上

８．６％
期待以上

期待以上
期待通り

８１．３％８１．３％
期待以上
期待通り

８６．１％８６．１％

期待以下
13.9%

７７．５％
期待通り

期待以下
16.3% １３．８％

６９．９％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８３．７％８３．７％

期待以下
14.7%

５．４％

７９．９％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８５．３％８５．３％

期待以下
19.8%

１０．５％

６９．７％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．２％８０．２％

期待以下
14.6% ９．７％

７５．７％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８５．４％８５．４％

期待以下
17.9%

７．１％

７５．０％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８２．１％８２．１％

期待以下
19.6% ６．５％

７３．９％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．４％８０．４％
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食品物流をテーマとした FDは、本年コロナ禍において急成長する「食品 EC」の分野を包括して 5回目の開催を迎
えた。会場ではターゲットである食品物流関係者と出展企業との間で活発な情報交流・商談が行われた。

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）日本立地センター、 
（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）

フードディストリビューション
FOOD DISTRIBUTION

委員長

荒木　　勉 上智大学 名誉教授

委　員

時岡　肯平 （一社）日本加工食品卸協会 専務理事

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） 執行役員 物流統括部長

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

小松﨑義則 （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） 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
建築事業本部長

佐藤　雅一 日本パレットレンタル（株） 流通営業部 部長

中村　公宣 （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 主査

今村　壮壱 （株）IHI 物流産業システム営業本部 営業企画部 
課長

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）

企画委員会
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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）

FD
食品製造業

味の素 物流・ロジスティクス 加工食品物流における最新技術及び動向

キーコーヒー 物流・ロジスティクス 物流センター

キユーピー 物流・ロジスティクス 自動運転機器全般

キリンビール 営業・広報 ロジスティクス関連の新技術、新たな取組

JI Farm 物流・ロジスティクス 食品衛生関連の商品、サービス全般

昭和産業 物流・ロジスティクス 受注システム

高橋ソース 物流・ロジスティクス 物流関係全般

テーブルマーク 物流・ロジスティクス パレットチェンジャーなど、パレット物流に関する機器や設備やシステム等
また、輸送効率化ができる資材、機器、設備、システムなど

ハニデュー 営業・広報 物流設備/物流システム

フジッコ 物流・ロジスティクス 発注書の受注入力効率化のためのAI OCR

明治 物流・ロジスティクス ボールピッキング関する機械

ルピシア 経営・管理 生産・物流の省人化設備の導入及び情報収集

卸売・商社
オーディエー
東日本支社 経営・管理 自動化機器　特に物流センター内作業の自動化

ケイトオブ東京 EC運営・マーケティング プラントベースフード製造工場に関する設備　他

日本アクセス 物流・ロジスティクス AI・ロボット導入による生産改革・加工食品の新たな原料原産地表示制度について

日本酒類販売 物流・ロジスティクス 業界動向や展望、新技術

フーディソン 物流・ロジスティクス 生鮮品の出荷業務に活用できる製品

宮田 品質管理 食品工場に関係する機器・資材の展示

ユアサ・フナショク 情報・システム AGV、保管棚など庫内効率に関わるもの/庫内環境

ユニテック 営業・広報 食品工場等に販売するため、新しい製品および流通業者の調査

物流・倉庫

協同水産流通 物流・ロジスティクス 食品製造における省人化機器・機械。（自動計量・包装、ロボット等）
/ロジスティクスの省人化機器・機械（AGV等）

鴻池運輸 品質管理 冷食物流の最新事情

佐川急便 営業・広報 倉庫を含めたクール技術

三井物産 品質管理 新技術や冷凍技術

■ 業　種 ■ 部　署
その他 5.4%

流通・商社
47.6%

食品製造業
29.1%

機器・設備メーカー
6.0%

フード
サービス
9.7%

公的機関 2.2%

卸売・商社 18.9%
物流・倉庫 16.6%
小売        12.1%

経営・管理
23.2%

生産・工務
14.1% 物流・ロジスティクス

22.6%

営業・広報
6.6%

企画・調査
5.1%

情報システム・
EC運営・マーケティング 10.3%

その他 10.2%

品質管理 5.9%

研究・開発 2.0%
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主催者セミナー

10月27日（水） 10月28日（木） 10月29日（金）

FD-06 14:30～15:15

食品EC専門家が明かす
『今、食品ECビジネスで適応すべき”時流”とは？』

FD-01 11:00～12:30

パネリスト
三菱食品（株） SCM統括オフィス
室長代行

小谷 光司 氏

パネリスト
キユーピー（株） ロジスティクス本部
本部長

前田 賢司 氏

パネリスト
味の素（株） 上席理事
食品事業本部 物流企画部長

堀尾 仁 氏
パネリスト

国分首都圏（株） 執行役員
首都圏業務センター部長

殿村 貴茂 氏

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

出展者セミナー

2020年代の総合物流施策大綱と
食品物流の最新動向

リライズコンサルティング（株） コンサルティング事業部
WEB卸コンサルティングチーム シニアコンサルタント

南口 龍哉 氏

FD-07 11:00～12:30

10月28日（木）

FD-02 13:15～14:00

（公財）流通経済研究所 専務理事

加藤 弘貴 氏

SIPスマート物流：
日用消費財・リテール分野の取組について

FD-03 14:30～15:15

（株）日通総合研究所 リサーチ＆コンサルティング ユニット3
シニア コンサルタント

室賀 利一 氏

加工食品の外装サイズ標準化について

FD-05 11:00～12:30

「納品リードタイム延長問題」
－メーカー・卸間の取組み－

FD-08 14:30～15:15

DXはサプライチェーンに
何をもたらすのか

三菱商事（株） 食品流通・物流本部
物流開発部 プロジェクトマネージャー

櫻井 進悟 氏

（株）タイミー 代表取締役

小川 嶺 氏
CBcloud（株） 代表取締役 CEO

松本 隆一 氏

ラクスル（株） 執行役員
ハコベル事業本部

狭間 健志 氏

コーディネーター
上智大学 名誉教授
荒木 勉 氏

（株）カスミ 代表取締役社長

山本 慎一郎 氏

物流資源の有効活用と
人材のマッチング

経済産業省の物流施策

経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室長

中野 剛志 氏
総合物流施策大綱と最近の物流行政について

国土交通省 総合政策局 物流政策課 課長

高田 公生 氏

コーディネーター
上智大学 名誉教授

荒木 勉 氏

講　師

講　師

FD-04 15:45～16:30

加工食品の外装表示の標準化に向けて
～日付・ロットのGS1 QRコード化を中心に～

六甲バター（株） 執行役員
生産本部 神戸稲美生産部 部長

小泉 忠 氏

GS1 Japan（（一財）流通システム開発センター）
ソリューション第1部 グロサリー業界グループ グループ長

清水 裕子 氏

コーディネーター

味の素（株） 食品事業本部
物流企画部物流基盤グループ長

平 智章 氏

講　師講　師

FD-09 15:45～16:30

最新テクノロジーを用いた
物流現場の課題解決

Automagi（株） 戦略事業推進部 部長

和田 龍 氏

上智大学 名誉教授

荒木 勉 氏

コーディネーター

グローリー（株） 国内営業本部 生体・画像認識販売企画部 部長

越智 康雄 氏
講　師

講　師

深刻な人手不足に悩む物流業界において、課題解決の提案となる様々な分野を網羅したセミナーが開催された。
加工食品分野に特化した業界標準化やスマート物流などの最新情報を得に、ユーザー各社の責任者が会場を訪れた。

基調講演 パネルディスカッション

（株）ネットショップ支援室 執行役員 営業統括部長
三宅 晋平 氏

EX-12 15:45～16:30

卸取引をオンライン化することで得られるメリット3選
～食品事例を一般大公開～

10月29日（金）

明星工業（株） 中央研究所
中川 幸雄 氏

EX-13 11:00～11:45

スーパー拠点からの店舗配送品質向上、
物流経費削減、環境に配慮

講　師

講　師

講　師

講　師

（社名50音順）

フードディストリビューション
FOOD DISTRIBUTION
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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）

●飲料メーカー　　　●ネットスーパー　　　●小売関係者　　　●外食関係者　　　●食品EC事業者　…等

◆ 食品メーカーの物流担当者の生の声を聞くことができてよ
かった。
◆ 昨年よりも来場者数が多く、多くの商談を行えた。

◆ 狙っていたターゲット層（食品物流関係者）にアプローチ
することができた。
◆ 食品物流業界の問題点を知ることができてよかった。

出展者アンケート集計結果

■ 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

■ 新規顧客獲得の場として

■ 販促・商談の場として

■ 既存顧客へのアピールの場として

■ 来場者と貴社ターゲットのマッチングについて

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

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

73.8%

65.2%

82.3%

39.4%

28.7%

期待以下
15.9% １１．３％

７２．８％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８４．１％８４．１％

期待以下
27.8%

１６．９％

５５．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７２．２％７２．２％

期待以下
19.4% １２．４％

６８．２％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．６％８０．６％

期待以下
18.1% ２５．１％

５６．８％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８１．９％８１．９％

期待以下
17.3% １３．４％

６９．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８２．７％８２．７％
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コンビニベンダーや食品スーパーのさらなる来場動員を狙い、内容を拡充・リニューアルした本展は 4回目の開催
を迎えた。本年も機械メーカーと惣菜・弁当製造等の関係者で活発な商談が行われた。

惣菜・デリカJAPAN
SOUZAI・DELICA JAPAN

■ 主　　催：惣菜・デリカ JAPAN組織委員会
■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）

－惣菜・デリカ製造機器・資材展－

委員長

清水　誠三 （一社）日本惣菜協会 専務理事

委員

桑﨑　俊昭 （公社）日本食品衛生協会 技術参与

大隅　和昭 （一社）日本惣菜協会 常務理事・事務局長

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

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

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 マーケティング部 執行役員 
ジェネラルマネージャー

西垣　和浩 （株）マルゼン 経営企画室 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）

組織委員会

開催概要
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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）
食品・惣菜製造業

あおもりコープフーズ 経営・管理 惣菜製造業へのロボット導入/異物混入
対策/冷凍食材商品開発

イオンフードサプライ 経営・管理 省人化機器、DX関連機器

一冨士ケータリング 経営・管理 冷凍機器／ロボット／EC

オニックスジャパン 品質管理 調理麺製造工程で自動化・省人化できる
設備・機器/日報の管理

風と光 営業 コロナの状況でどのようなお惣菜が売れ
筋か調査中

木田屋商店 経営・管理 焼芋焼き機

木村茂商店 経営・管理 真空包装機

グルメデリカ 経営・管理 食品産業用ロボット（製造・サニタリー用）

桂馬商店 経営・管理 冷凍食品製造機器/自動化/衛生管理/
容器、包装/惣菜

サムズ 生産・工務 セントラルキッチン設立の準備

デリア食品 研究・開発 冷凍惣菜

天狗缶詰 営業・広報 惣菜全般に関する、人手不足解消システ
ム及び、冷凍食品の革新的製品

トオカツフーズ 生産・工務 省人化の設備

トオカツフーズ 品質管理 作業の自動化・画像認証システム等製造
活用手法

ヒガシヤデリカ 設備導入・管理 ライン作業の自動化

ファーストフーズ 経営・管理 惣菜及び冷食

フジデリカ 生産・工務 省人化を進める為の機械や知恵、アイデ
アが欲しい

フレッシュセブン 経営・管理 惣菜製造調理機器

丸政 経営・管理 冷凍技術

ロック・フィールド 生産・工務 生産設備及びフードディフェンス関連商
品全般

ロック・フィールド 生産・工務

生産現場における帳票類を紙ではなくシ
ステム化（タブレット等）できる技術。
製造現場における冷凍・惣菜生産におけ
る技術の情報収集

ワタミ 生産・工務 お弁当の充填方法

わらべや日洋食品 生産・工務 パンスライサー/飯盛り機/おにぎり成型機

フードサービス
味の民芸フードサービス 設備導入・管理 主に麺関連の機器

えにし 経営・管理 新商品、新技術

ジェフビーサービス 営業・広報 食品産業業務用ロボットの活用事例

サイゼリヤ 研究・開発 混合機、充填機

ティーケーピー 栄養管理・調理 惣菜、冷凍食品

Tコーポレーション 経営・管理 惣菜、スイーツ製造

吉野家ホールディングス 研究・開発 チルドで流通する持ち帰り商品の品質保
持のための技術や加工食品の包装

ワタミ 生産・工務 弁当のパーツの充填機。最新のパック充
填機

小売・その他
エムアイ
フードスタイル 経営・管理 工場機械全般

キョーエー
労務・経理・情
報・システム・企
画・調査他全般

お惣菜関連調理器具・売店販促用什器・
備品等

スーパーサンシ 研究・開発 惣菜 ､スイーツの製造関連/ハサップ関連

ベルク 生産・工務 食肉加工製品

マルエツ 企画・調査 生鮮（精肉・鮮魚）及びデリカ関連製造
機器等

マルイチ 経営・管理 惣菜加工・冷凍技術

ローソン 品質管理 惣菜の製造機器

■ 業　種 ■ 部　署
その他 6.8%

食品製造業
※弁当・惣菜関連業含む
38.1%

機器・
設備メーカー
10.1%

流通・小売
19.2%

フードサービス 19.6%
※給食サービス含む

建築・設計・
エネルギー 3.5%

公的機関 2.7%

外食関連 8.5%
給食関連 11.1%

その他 10.4%

営業・広報
8.6%

経営・管理
20.5%

研究・開発
9.4% 品質管理 10.6%

企画・調査・
マーケティング
7.9% 生産・工務

19.3%

設備導入・管理
9.3%

情報システム・物流
4.0%
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10月 28日（木）
主催：野菜流通カット協議会（VeDiCA） 13：30～16：45

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（加工・業務用野菜関連の今後の展望）
加工・業務用野菜をめぐる状況

講　師
農林水産省 農産局 園芸流通加工対策室 室長

主要野菜の加工・業務用需要の 
動向と国内の対応方向

講　師
石川県立大学 生物資源環境学部 食品科学科 教授 

宮本 亮氏 小林 茂典氏

加工・業務用需要と輸入の動き
講　師

（独）農畜産業振興機構 野菜振興部専門員

カット野菜業界の今後の展望
講　師

サンポー食品（株） 商品開発本部 専務取締役 

河原 壽氏 野口 修氏

ＪＡ全農における 
国産冷凍青果物戦略について

講　師
全国農業協同組合連合会
園芸部 次長

加工食品の新たな原料原産地表示 
制度について

講　師
農林水産省 消費･安全局 消費者行政・食育課
食品表示調整室長

小河 義徳氏 大久保 豊氏

パネルディスカッション（含む質疑応答）
パネリスト

上記セミナー講師
（宮本氏、小林氏、河原氏、野口氏、小河氏、大久保氏）
コーディネーター
農研機構 野菜花き研究部門 露地野菜花き生産技術グループ長

佐藤 文生氏

惣菜・デリカJAPAN
SOUZAI ・DELICA JAPAN

関連企画

主催者セミナー

10月27日（水） 10月28日（木） 10月29日（金）
SDJ-01 10:45～11:30

惣菜業界内において話題の省人化・食品ロス・HACCPなどのテーマを多数用意。
タイムリーかつトレンドをおさえたセミナーは多くの聴講者を集めた。

（株）クレオ 執行役員 サニテーション事業本部 副本部長 兼事業推進部長

渕上 高行 氏

惣菜工場の洗浄システムの取組み
SDJ-04 12:00～12:45

愛知工業大学 経営学部 教授

小林 富雄 氏

惣菜業界における食品ロス対応について
SDJ-05 10:45～11:30

（学）山口大学 共同獣医学部 教授

豊福 肇 氏

惣菜製造業における
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のポイント

SDJ-06 13:00～14:30

（一社）日本惣菜協会 事業運営本部 教育技術チーム 主任

薄 宗仁 氏

コロナ禍による惣菜市場の変化からみる
事業者が留意すべき食品衛生の注意点

SDJ-07 15:45～16:30

MS&ADインターリスク総研（株） リスクマネジメント第三部 フェロー

原口 真 氏

未来から選ばれる惣菜業界へ、 
SDGs取組みのヒント

（株）ユーリーズ 代表取締役 フードプロデューサー

多田 鐸介 氏

SDJ-02 12:00～12:45

シェフの視点からみた
現在の惣菜市場の課題

（一社）日本惣菜協会 AI・ロボット推進イノベーション 担当フェロー

荻野 武 氏

SDJ-03 13:00～14:30

惣菜製造業における
ＡＩ・ロボット導入による生産改革
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さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）
●食品製造業　　●コンビニベンダー　　●食品スーパー　　●中食関係者　　●給食サービス　　●外食業…等

出展者の声（一部抜粋）
◆ 期待以上に来場者にブースへ足を運んでもらい、新規客も
多数獲得できた。
◆ 惣菜工場の方と直接話すことができ、商談につながった。

◆ 予想以上に来場者が多くてよかった。
◆今まで出展した中で、一番多くの来場者に来てもらえた。

出展者アンケート集計結果

■ 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

■ 新規顧客獲得の場として

■ 販促・商談の場として

■ 既存顧客へのアピールの場として

■ 来場者と貴社ターゲットのマッチングについて

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

83.8%

47.3%

67.4%

31.6%

期待以下
16.6% １６．６％

６６．８％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８３．４％８３．４％

期待以下
19.1% １３．２％

６７．７％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．９％８０．９％

期待以下
18.5% １４．２％

６７．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８１．５％８１．５％

期待以下
15.6% １３．８％

７０．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８４．４％８４．４％

期待以下
13.7% １１．３％

７５．０％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８６．３％８６．３％
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冷食JAPAN
REISHOKU JAPAN

冷凍食品（100+1）周年として 2回目の開催を迎えた冷食 JAPAN（RJ）。
質の高い出展製品が展示され、食品メーカーやフードサービス関係者からの注目を集めた。

■ 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、文部科学省（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）日本惣菜協会、（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 国内営業統括部
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

川内　正夫 テーブルマーク（株） 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 部長

吉村　正則 大塚包装工業（株） 取締役 営業推進部長

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

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

味の素冷凍食品 品質管理 アレルゲン対策/洗浄殺菌技術/脱臭技術

一冨士ケータリング 経営・管理 冷凍機器／ロボット／EC

勝美ジャパン 経営・管理 冷凍食品製造に関する技術と機械

鎌倉紅谷 経営・管理
冷凍技術
工場の合理化
衛生リスク対応

栢原商店 経営・管理 冷凍食品に関すること

キユーピー醸造 研究・開発 最新の業界動向
冷凍食品、惣菜業界について

餃子計画 研究・開発 冷凍食品製造関連

ケイエス冷凍食品 生産・工務 少人化ができる設備/技術

シェフォーレ 経営・管理 冷凍技術

デリア食品 研究・開発 冷凍惣菜

天狗缶詰 営業・広報 惣菜全般に関する、人手不足解消システ
ム及び、冷凍食品の革新的製品

東洋水産 企画・調査 冷凍食品製造の新技術、大豆製品等

鳥越製粉 営業・広報 冷凍食品製造業の技術革新について

日清食品HD 研究・開発 冷凍技術、食品加工機械

ニップン 研究・開発 新規設備等

ニチレイフーズ 栄養管理・調理 厨房設備全般

プレナスフーズ 品質管理 異物混入対策/フードディフェンス

丸大食品 営業・広報 冷食、惣菜の製品及び新技術

丸政 経営・管理 冷凍技術

森永製菓 企画・調査 冷凍食品の包装技術関連

ヤマガタ食品 研究・開発 原料前処理裁断等/加熱処理/充填機等

雪印種苗 企画・調査 野菜の冷凍技術、加工技術、野菜の求め
られる性質

ライフフーズ 生産・工務 検査機器　新技術　冷凍に関わる情報

給食・フードサービス・小売・その他

アルス 営業・広報 冷凍食品製造・加工機器

エームサービス 環境 食品リサイクルをはじめとする SDGs
関連

王美 経営・管理 冷凍食品

サイゼリヤ 設備導入・管理 冷凍機、包装機の新製品と新技術

ジェイ・エス・ビー・
フードサービス 品質管理 品質管理向上に向けての製品・サービス

ティーケーピー 栄養管理・調理 惣菜、冷凍食品

東京ケータリング 営業・広報 冷凍食品の使用状況

ニチダン 営業・広報 冷凍食品・冷凍機器/自動化・省人化

日本国民食 営業・広報 学校給食関連作業の自動化

阪急阪神百貨店 EC運営・マー
ケティング 冷凍食品全般

マックスバリュ東海 物流・ロジス
ティクス センター構内作業の省人化に関する情報

馬渕商事 経営・管理 衛生管理、新食材の調査等

マルイチ 経営・管理 惣菜加工・冷凍技術

明治座 企画・調査 冷凍設備関連

メーキュー 経営・管理 調理機器、冷凍食品、流通について

リバーシブル ジャパン 経営・管理 コロナ禍の中新製品の情報及び新食材等

■ 業　種 ■ 部　署

食品製造業
※冷凍食品／
弁当･惣菜
メーカー含む
35.9％

流通・小売
18.4％

給食・フードサービス
（学校・病院・外食チェーン等）

21.6％

建築・設計・
エネルギー
4.1%

機器・
設備メーカー
12.5%

その他 7.5%
経営・管理
19.8%

研究・開発
7.5%

企画・
マーケティング
8.7%

営業・広報 9.4%

その他 10.9%

品質管理 11.1%

生産・工務
18.5%

物流・情報システム
4.2%

設備導入・管理
9.9%
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冷食JAPAN
REISHOKU JAPAN

主催者セミナー

10月27日（水） 10月28日（木） 10月29日（金）

主催の（一社）日本冷凍食品協会を筆頭に各分野の業界有識者による多彩なプログラムが実現。
最新の冷凍食品情報を求め、セミナー会場は多くの関係者で賑わった。

冷凍食品の世界
（一社）日本冷凍食品協会 広報部長

三浦 佳子 氏

RJ-01 10:45～11:30
基調講演

脱炭素社会実現に向けた冷凍機の
冷媒動向と食品産業分野での取り組み
（株）前川製作所 ソリューション事業本部 食品部門 係長

千石 智之 氏

RJ-02 12:00～12:45

惣菜市場における冷凍食品の使用状況
（一社）日本冷凍食品協会 総務企画部 企画調査課長

横塚 嘉人 氏

RJ-03 13:15～14:00

冷凍食品業界初！
国内全工場のフリーザーの脱フロン化
味の素冷凍食品（株） 生産本部 生産戦略部
生産戦略企画Ｇ マネージャー

西村 智 氏

RJ-04 14:30～15:15

SDGsと冷凍食品
国立大学法人 東京海洋大学
学術研究院 食品生産学部門 食品冷凍学研究室 教授

渡辺 学 氏

RJ-05 10:45～12:15

学校給食と冷凍食品
女子栄養大学 名誉教授

金田 雅代 氏

RJ-06 13:15～14:00

冷凍食品包装の環境対応について
大塚包装工業（株） 営業本部 開発部・課長代理

島田 健太 氏

RJ-07 14:30～15:15

冷蔵・冷凍倉庫におけるIoT活用事例と近未来構想
～DXがもたらす保全改革と環境価値～
（株）日立製作所 産業製造ソリューション本部
産業ＰＡソリューション部 主任技師 

中村 健二 氏

RJ-08 10:45～11:30

コロナ禍の食卓と栄養実態（冷凍食品の可能性）
（株）ライフスケープマーケティング トータルサービス部
トータルサービス課 エキスパート

奥村 将仁 氏

RJ-09 12:00～12:45

食品包装における超音波加熱シールの凄さ
（株）フジキカイ 取締役 営業本部長

宮田 敏弘 氏

RJ-10 13:15～14:00
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さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）
●食品メーカー　　●コンビニベンダー　　●給食関係者　　●外食チェーン　　●食品加工業　…等

出展者の声（一部抜粋）
◆多くの来場者へ新製品の提案・アピールができた。
◆予想以上の来場者に来てもらい、新規顧客獲得につな 
　がった。

◆想定より来場があり、出展して良かった。
◆新商品のマーケティングに役立った。

出展者アンケート集計結果

■ 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

■ 新規顧客獲得の場として

■ 貴社ご出展ブースへの来場者数について

■ 既存顧客へのアピールの場として

■ 来場者と貴社ターゲットのマッチングについて

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

77.7%

36.1%

53.7%

27.2%

31.0%

期待以下
19.2% １６．５％

６４．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．８％８０．８％

期待以下
25.4% ３．８％

７０．８％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７４．６％７４．６％

期待以下
17.9% １２．４％

６９．７％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８２．１％８２．１％

期待以下
24.7% １２．２％

６３．１％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７５．３％７５．３％

期待以下
21.6% １０．８％

６７．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７８．４％７８．４％
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来場者情報一覧（抜粋）

食品製造業
品質管理

社　名 部　署
青木屋 品質管理課
浅野屋 商品開発・品質管理本部　品質管理課
旭製菓 品質管理部
アヤベ洋菓子 品質管理部
アルティフーズ 生産統括部
イセデリカ 品質管理課
伊藤久右衛門 品質管理室
伊藤忠飼料 品質管理チーム
伊藤ハム米久ホールディングス 品質保証部
いなば食品 品質管理部
上野風月堂 品質管理課
栄光堂製菓 品質管理部
ＨＦＧサポート 生産統括部
エームサービス 品質統括センター　事業所安全衛生管理室
エスフーズ 品質管理部
MSフレッシュデリカ 品質管理室
大市珍味 品質管理室
大阪浜美屋ホールディングス 品質管理部
オカフーズ 品質管理室
オタフクソース 品質管理課
かどや製油 品質管理部
カナリー 品質保証部
かぶら食品 品質管理・開発室
キッコーマン食品 品質管理部
キユーピー 品質保証本部
ギンビス 品質管理課
クラウン製菓 品質管理部
クラシエフーズ 品質保証グループ
小林商事 品質管理室　品質管理チーム
相模フレッシュ 品質管理部
サンデリカ 食品安全衛生管理本部
サンフードジャパン 品質管理室
ジェイ・エス・ビー・フードサービス 品質衛生管理課
ジェイ・ワークス 品質管理部
シェフワールド 管理部
敷島製パン イーストカンパニー生産統括部
資さん 商品本部　製造部　品質管理課
シニアライフクリエイト 品質管理部
住商フーズ 食品安全管理室
西海食品 品質管理室
セントラルフード 管理部・営業部
爽健亭 表示管理部
高岡屋 品質管理部
タカラ食品工業 品質保証室
宝酒造 生産技術部品質管理課
千葉製粉 品質保証部
東京カリント 品質管理課
東洋水産 品質保証部
トオカツフーズ 横浜鶴見工場　品質管理
十勝大福本舗 東京工場　管理部
戸田フーズ 品質保証部
富岡食品 品質管理室
虎昭産業 管理本部総務人事グループ
ドリームフーズ 品質管理部
トロナジャパン 品質保証部
永井海苔 品質管理部
永谷園 品質管理部
中延園食品 販売管理部
中村屋 品質保証室
なだ万 品質管理室
ナッシュ 品質管理部
ナリコマフード 関東工場品質管理課
ニコリオ 開発本部　品質管理部
日清医療食品 衛生管理室
日世 品質管理課
ニッセーデリカ 千葉工場　千葉品質管理課
日本ハム 品質保証部
日本エアポートデリカ 運営統括本部兼品質保証部
日本デリカフレッシュ 品質管理部
ノムラ・ジャパン 品質管理課

パーソルサンクス 生産品質管理室
ハウス食品 品質保証部
花丸家 品質管理
東あられ本鋪 品質管理課
ひまわり食品 衛生管理室
ピュアフードサービス グループ食品製氷事業部　品質管理担当
フクロイ乳業 品質管理課
富士産業 栄養衛生管理本部 危機管理部 品質管理課
フジパン 品質管理
フジフーズ 品質保証部
不二家飲料果実 食品安全衛生管理部
プリマハム 品質管理部
プレシア 食品安全部
前島食品 品質保証部
町田食品 品質管理室
馬渕商事 総務部安全衛生管理室
丸大食品 品質保証部
丸美屋食品工業 品質管理部
Mizkan 生産物流本部　生産管理部　品質保証課
みなと食品沖縄 品質管理部兼デリカ営業商品開発部
宮田 品質管理部
武蔵野ホールディングス 品質管理部
メフォス 品質管理部
モロゾフ 品質保証部
焼津冷蔵 加工部
八千代ポートリー 品質管理部
山﨑製パン 食品品質管理部
雪印メグミルク 品質保証部
ヨシムラ・フード・ホールディングス 統括本部生産統括部　品質管理
わらべや日洋食品 品質保証部

生産・工務（工場長等）
社　名 部　署

青木屋 製造本部郷土の森工場
赤城乳業 技術部
秋葉牧場 製造本部
アサヒ飲料 生産本部
アヤベ洋菓子 製造部
イシワリフーズ 製造部
イセデリカ 製造部
泉万醸造 製造部
いなば食品 生産部
上野風月堂 生産本部
菓匠三全 製造部
カネテツデリカフーズ 生産本部
カルビーポテト 製品開発課
キスコフーズ 製造部
共栄フード 製造本部
崎陽軒 弁当事業部　弁当調理部　生産管理・技術課
鏡水産 製造部
共立食品工業 製造部
極洋 商品開発本部　研究所　生産管理課
キリンビール 生産本部岡山工場パッケージング担当
キリンビール 岡山工場　総務広報担当
銀の汐 生産部
クリタエイムデリカ 生産部
ケンコーマヨネーズ 生産本部　生産部
交易食品 生産本部・営業本部
コープデリフーズ デリカ部　営業企画グループ
コープフーズ 江別工場　本部
サラダクラブ 生産本部　生産技術部
山晃食品 製造部
三州エッグ 加工卵生産本部
サンデリカ 食品安全衛生管理本部
三和豆水庵 製造部
シェフォーレ 生産管理部
敷島製パンパスコ 埼玉工場　生産管理グループ
信田缶詰 生産管理部
西武酪農乳業 生産本部
大市珍味 岡山第二工場　管理課
タカキベーカリー 生産本部　研究開発部　技術研究開発室
月島食品工業 生産本部
東京カリント 生産本部
東京風月堂 生産管理部
東洋水産 生産本部

トオカツフーズ 生産管理部
鳥越製粉 製造部
中村屋 生産部
南薩食鳥 宮崎工場
日清シスコ 生産本部
日本水産 食品生産推進部　生産推進第一課
B-R サーティワンアイスクリーム 生産管理・購買部
ヒガシヤデリカ 製造部設備課
ヒガシヤデリカ 北関東工場　製造部設備課
ヒガシヤデリカ 東松山工場
ビセラル 製造部
フジデリカ 生産部
フジフーズ 生産技術部
藤本ライスデリカ 生産本部
船橋屋 製造本部　第二製造部
プライムデリカ 生産本部　生産技術部
ブルドックソース 館林工場
文明堂銀座店 船橋工場
ベジテック 生産本部
松谷化学工業 製造生産本部
丸善食品工業 生産本部
マルヒ食品 製造部製造課
Mizkan 生産物流本部　生産管理部
三菱商事ライフサイエンス 生産管理部
武蔵野ホールディングス 建設部
武蔵野フーズ　 所沢工場　生産管理
明治　 茨城工場　製造課
メリーチョコレートカムパニー 生産本部
モランボン 生産本部
ヤスダヨーグルト 製造部一課
ヤヨイサンフーズ 生産本部
ユウキ食品 製造部
横井醸造工業 生産本部　研究室
米久かがやき 華工場　環境エンジニアリング課
理研ビタミン　 千葉工場
ルピシア 製造部
わらべや日洋 生産技術部

物流
社　名 部　署

秋本食品 湘南物流センター
旭食品 ロジスティクス本部
味の素 食品事業本部物流企画部　物流基盤グループ
味の素冷凍食品 ロジスティクス部
ADEKA 購買・物流部
天乃屋 管理部物流課
伊藤忠食品 ロジスティクス企画部
オリジン東秀 物流部
カゴメ 東京本社 SCM 本部　物流企画部
加藤美蜂園本舗 関東物流センター
カルビー 生産カンパニー　SCM 本部　物流課
カンロ ロジスティクス企画室
菊池食品工業 物流部
キユーピー ロジスティクス本部　情報センター
キリンホールディングス 生産物流安全プロジェクト
クックデリ 物流部
グランプラス 物流部
小西酒造 受注・物流部
サンエッセン 丹南物流センター
三幸製菓 物流部
Ｊ－オイルミルズ ロジスティクス部
シマダヤ 物流企画部
シャトレーゼ 物流部
昭和産業 ロジスティクス部
テーブルマーク ロジスティクス統括部　需給管理部
永谷園 SCM 本部需給管理部物流グループ
ナックス 物流統括部
なとり 物流本部
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
ハウス食品 生産・ＳＣＭ本部　ＳＣＭ部　ロジスティクス課
フジッコ ロジスティクス推進部
ホソヤコーポレーション 物流チーム
マルハニチロ ロジスティクス部
Mizkan 生産物流本部

※業種分類は来場登録時の情報に準じる
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明治 物流企画部
森永乳業 営業本部　酪農流通部　物流管理課
ユアキッチンサービス 第一物流管理部
雪印メグミルク 広域ロジスティクスセンター
ヨックモック ロジスティクス第一グループ
理研ビタミン 第1生産本部　物流部

経営管理
社　名 部　署

アイフーズ 管理部
秋本食品 マーケティング部開発室
ありあけ 業務管理部
イセ食品 マーケティング部　商品開発
井上香料製造所 営業部マーケティングG
エア・ウォーター マーケティング本部
江別製粉 管理部
エムケーフーズ 営業部マーケティンググループ
遠藤製餡 経営企画室
オカフーズ マーケティング室
カネテツデリカフーズ マーケティング部
北川製菓 管理本部
久原本家グループ本社 ブランドマーケティング部
ケイエス冷凍食品 マーケティング部
ケー・アイ・エス 経営管理部　事業企画室
ジーケイフーズ 管理部
シノブフーズ 管理本部　設備担当
テーブルランド マーケティング室
堂本食品 営業本部　マーケティング課
トラサンデリカ 管理部門
ニチレイフーズ 管理部総務グループ
日清食品 HD 研究管理部
日清食品 HD マーケティング部第 10 グループ
日本コンテック 経営管理部
ハナノキ マーケティング部
ファーストフーズ 管理本部付
松崎食産 管理部
マルハ物産 経営管理部
ミツハシ 管理部
丸八殖産 営業本部 マーケティング課
モランボン マーケティング開発部　開発 3 課

惣菜・弁当
社　名 部　署

アイワイフーズ 営業本部　デリカ事業部
イオンフードサプライ 惣菜戦略ＰＴ
イセデリカ 製造部
ヴィルゴビール 惣菜事業部
ANAケータリングサービス 和食調理部
カネテツデリカフーズ 事業部 EC 事業課
キタカミデリカ
キユーピー 広域営業本部デリカ営業部
崎陽軒 弁当事業部　弁当調理部　
グルメデリカ 工務部
コープフーズ 石狩工場　惣菜ライン
サンデリカ 食品安全衛生管理本部
富岡食品 品質管理室
トラサンデリカ 管理部門
西原屋 供食弁当事業部
ニッセーデリカ 資材開発室
日本エアポートデリカ 品質保証部
日本ジフィー食品 製造課調理
日本デリカフレッシュ 生産部
ヒガシヤデリカ 製造部設備課
広島駅弁当 品質管理部
フジッコNEWデリカ 東京事業部
フジデリカ 生産部
フジデリカ 西四国工場
藤本ライスデリカ 生産本部
プライムデリカ 安全推進室
ホームデリカ 品質管理室
ミシマデリカ
みなと食品沖縄 品質管理部兼デリカ営業商品開発部
美野里デリカ
武蔵野フーズ 第二事業部　惣菜・健康宅配部　開発課
武蔵野ホールディングス 品質管理部
ロイヤルデリカ 岡山工場

わらべや日洋食品 米飯商品部

情報・システム
社　名 部　署

伊藤忠食品 情報システム本部
エスアイシステム 情報システム部
海老正 情報システム室
オリエンタルベーカリー 総務部 情報システム室
カバヤ食品 カテゴリー戦略室
三友 情報システム事業部
ジャパン・インフォレックス 商品譲歩管理部兼情報システム部
白子 経理システム部　情報システム課

日清フーズ
プロダクトマネジメント統括部 第三
部ディレクショングループ兼 CRM推
進部 デジタルマーケティング室

雪印ビーンスターク ダイレクトマーケティング事業部

冷凍食品
社　名 部　署

味の素冷凍食品 生産技術開発部
イートアンドフーズ 商品統括部
SL Creations 品質管理課
エバラ食品工業 テクニカルセンター
エムアイフードスタイル 商品統括部　外販・製造部　製造グループ
勝美ジャパン 製造部
クックデリ 物流部
ケイエス冷凍食品 製造部　製造課
小久保製氷冷蔵 企画開発部
サスナデリコム 製造部
三共製氷冷蔵 本社工場
大冷 商品開発部
ＴＲファクトリー 品質管理部
テーブルマーク 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
ニチレイフーズ 生産統括部　素材調達部
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 営業本部
ニップン 冷凍食品事業本部　冷食営業部
日本水産 商品開発部　冷凍食品開発課
ノースイ 生産管理部
ピュアフードサービス グループ食品製氷事業部　品質管理担当
餃子計画 商品開発部
宝幸 冷凍食品部　筑西工場　製造課
ホソヤコーポレーション 物流チーム
前川インターテック 品質管理部
マックス食品工業 品質管理室
マルハニチロ 生産管理部
マルハニチロ 市販用冷凍食品部
ミツハシ 冷凍事業部
宮下製氷冷蔵 生産技術室
山﨑製パン 加工食品部

外食・フードサービス
品質管理

社　名 部　署
イオンイーハート 品質管理グループ
ANAケータリングサービス 商品管理部　調達課
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
五味八珍 品質保証課
コロワイドMD 品質保証チーム
サッポロライオン 営業統括部
Ｃ -United 商品部　品質管理
ジェイアール西日本フードサービスネット 品質管理室
ジェイアール東海パッセンジャーズ 品質管理室
ジャルロイヤルケータリング 品質保証室
スターバックス コーヒー ジャパン 品質保証部
ゼネラル・オイスター 品質管理室
ゼンショーホールディングス 商品本部　品質保証室
ダイナックホールディングス 品質管理部
銚子丸 管理部 衛生管理課
塚田農場プラス 品質管理室

ＴＲファクトリー 品質管理部
デルソーレ 品質管理チーム
徳造丸 管理本部
トップス 品質管理室
トリドールホールディングス 品質保証課
日本マクドナルド 食品安全・品質システム部
人形町今半フーズプラント 品質管理室
ハーベスト 衛生管理部
はま寿司 食品安全保証室
ビー・ワイ・オー 店舗開発・施設管理部
プレナスフーズ 品質管理室
ホットランド 品質管理室
丸中製菓 品質保証部　品質管理課
ユー・エス・ジェイ フードディベロップメント部
ロッテリア 品質保証室

生産・工務
社　名 部　署

小田急レストランシステム 調理サービス指導部
クリタエイムデリカ 生産部
コーチャル 製造部
サイゼリヤ 生産技術部 プロセス開発課
サンマルクホールディングス SSC 本部
すかいらーくホールディングス 商品本部　生産開発G　内製開発チーム
センダン 調理企画室
玄海
デルソーレ 生産技術T
ドトールコーヒー 生産推進本部
長門牧場 製造部
ナッシュ 生産管理部
松屋フーズ 川島工場
万世 外商事業部
万世 調理・加工
ライフフーズ 生産管理部
ワタミ 商品企画本部兼生産本部
ワタミ 調理済企画兼シニア商品企画部

物流
社　名 部　署

オリジン東秀 物流部
サイゼリヤ 生産物流部
サッポロライオン 営業統括部商品G
ドトールコーヒー 商品部物流課
ナッシュ 物流部
日清医療食品 食宅便事業推進部
ユアキッチンサービス 第一物流管理部
吉野家ホールディングス グループ商品本部

経営管理
社　名 部　署

赤門 経営統括部　商品セクション
今半 管理部　品質管理課
壱番屋 店舗企画部
MYU 店舗営業部
コロワイド 開発本部
トリドールホールディングス 設計建設部　設備開発課
日本国民食 営業開発事業部
プレナスフーズ 生産統括本部
ミリアルリゾートホテルズ 監査部
物語コーポレーション 本社
プレナスフーズ 生産統括本部
ノンピ 経営管理本部
ラックバッググループ 店舗企画室 兼 経営企画室
東和フードサービス 成果推進本部
小田急リゾーツ マーケティング部
日本マクドナルド 総務本部

弁当・惣菜
社　名 部　署

イオンリテール デリカ商品部
かかし亭
ジェイアール東海パッセンジャーズ 品質管理室
なだ万 なだ万本店　山茶花荘
ハークスレイ 店舗施設部
フジフーズ 横浜工場
フレッシュダイナー 船橋工場本社工務部
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プレナスフーズ
武蔵野フーズ 惣菜・健康宅配部
吉野家ホールディングス グループ商品本部
デリカシェフ 生産技術部
戸田フーズ 生産管理課
マイケーフーズ 生産管理
ライフフーズ 生産管理部
西原屋 供食弁当事業部

崎陽軒 弁当事業部　弁当調理部　
生産管理・技術課

ナッシュ 物流部

中間流通
食品卸売・商社

社　名 部　署
アイ・ビー・シー 品質管理部
イクタツ 生産本部　
伊藤忠商事 食品流通部門

伊藤忠食品 ロジスティクス本部　
ロジスティクス企画部

伊藤忠プラスチックス 食品包材課
MSフレッシュデリカ 品質管理室
オーバーシーズ 品質管理
折兼 名古屋支社4課
海神貿易 品質保証室
片岡物産 生産管理部　生産管理課
加藤産業 ロジスティクス部
禾の人 流通開発事業部
関東日本フード 経営戦略室
紀文産業 商品品質管理部
協同水産流通 物流部・加工販売部
銀座千疋屋ホールディングス 品質管理部
クアパパ 品質管理部
久世 物流本部
国分グループ本社 低温フレッシュデリカ統括部

国分グループ本社 サプライチェーン統括部 業務
改革推進部業務改革推進課

国分グループ本社 経営統括本部
国分首都圏 経営統括部 営業業務担当
国分東北 物流・システム部
国分西日本 マーケティング部
国分ビジネスサポート
ごっつお便 品質管理部
小西酒造 受注・物流部
札幌みらい中央青果 管理本部
佐勇 管理部
三幸食品 経営企画室
サンファミリー 経営企画部 兼 品質管理部
ジーエフシー 商品部　品質管理グループ
ジャパン・インフォレックス 管理部
ジャパンフード 海外加工品部
JALUX 法務・リスク管理部
スターゼン 物流本部　物流部
セイノー商事 物流サポート本部
タジマヤ システム部
チェスコ 販売統括部　品質管理課
中華・高橋 管理本部
デリカフーズホールディングス 広報ＩＲ室
デリカフードサービス
東邦物産 商品開発・品質管理センター
東洋冷蔵 品質管理部
トーカン ＣＶＳ営業部物流部
豊田通商 食品流通部
ナックス 物流統括部
ニチレイフレッシュ 生産部
日本アクセス ＣＶＳ物流統括部
日本アクセス ロジスティクス管掌

日本アクセス デリカ事業統括部 デリカ事
業管理課

日本酒類販売 管理本部管理部
ハギワラ 品質管理室
広島駅弁当 品質管理部
グランプラス 物流部
ベニレイ 品質管理室

丸菱
三井食品 業務用食材本部　卸営業部
三井食品 物流・システム本部　物流統括部
三菱食品 ロジスティクス本部　開発第二グループ
守谷商会 物流グループ
ユアサ商事 物流トータルソリューション部
横浜冷凍 食品品質管理室
吉美食品 製造部　品質管理部
リテールシステムサービス 商品第一本部　第一部

物流・倉庫
社　名 部　署

アイエイチロジスティクス
サービス 関東物流部

旭食品 ロジスティクス本部　物流企画部
Antway ロジスティクスグループ
一神商事 商品開発部
エスワイプロモーション 国際物流室
Ｆ－ＬＩＮＥ 東扇島低温物流センター
関東運輸 営業企画室
キユーソーエルプラン 倉庫本部　品質管理部　品質管理課
キユーソー流通システム 営業本部
協同水産流通 物流部・加工販売部
グローバルフレッシュサプライ 物流企画部
京葉流通倉庫 つくば営業所
京葉流通倉庫 営業本部　3PL推進室
鴻池運輸 海外統括本部
佐川急便 営業開発部
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
沼尻産業 物流事業部
三協運輸サービス 食品共配事業部
SHINKOロジ 経営企画
セイノー商事 物流サポート本部
仙台冷蔵倉庫
全日本ライン 管理部 総務課
第一倉庫冷蔵 冷蔵倉庫事業部
東部運送 東京営業所
ナカムラロジスティクス 開発グループ
成田運輸 事業開発
日新運輸工業 営業部　東京営業所
日水物流 設備管理部
日本紙運輸倉庫
濃飛倉庫運輸 営業開発本部　営業企画課
帆栄物流 東日本第二事業部
日立物流 ロジスティクステクノロジー部
日立物流 重量機工本部 第二営業部
福岡運輸システムネット 営業部
福島運輸 経営管理
富士物流 事業統括部
ホウスイ 市川物流センター
丸和運輸機関 3PL 食品物流統括本部
三井倉庫ロジスティクス 営業本部 ビジネスソリューション統括
三菱倉庫 工務部
南日本運輸倉庫 営業本部
森本倉庫 東京事務所
矢吹海運 営業部　営業グループ
山手冷蔵 業務部
ユニエツクスNCT 物流企画グループ
横浜倉庫 営業部 営業課
ラニイ北陸牛乳運送 冷蔵庫管理課
ロジスティクス 第 2 輸送本部

給食
学校・幼稚園・保育園・公的機関

社　名 部　署
あきる野市役所 教育部　教育総務課

学校給食センター建設準備係
足立区役所 学務課 学校給食係
厚木市教育委員会 学校給食課
我孫子市教育委員会 学校教育課
有田市学校給食センター
浦添市学童保育給食センター 本部
江戸川区役所 教育委員会事務局学務課　給食保健係

青梅市 学校給食センター
葛飾区教育委員会 学務課給食保健係
小平市立学校給食センター
さいたま市立七里中学校
さいたま市立美園南中学校 給食室
栄町学校給食センター
寒川町立小谷小学校 寒川町立小谷小学校
寒川町立寒川小学校 寒川町立寒川小学校
須坂給食センター ボードメンバー
正和学園 法人給食統括
全国学校給食協会 編集部
大和市立林間小学校
立川市役所 学校給食課
東京都立大江戸高等学校
東京都学校給食会 総務課　食育安全推進担当
東京都葛飾区 教育委員会事務局学務課　給食保健係
東京都立品川特別支援学校
東京都中央区 教育委員会
東京都立王子特別支援学校
所沢市教育委員会 保健給食課
戸板女子短期大学 食物栄養科
都立大山高等学校
都立矢口特別支援学校
中野区役所 学校教育課
中野区立緑野中学校
名護市教育委員会 総務課 学校給食係
名古屋栄養専門学校 給食管理室
西東京市教育委員会 教育部学務課　保健給食係
日本国民食 静岡市立門屋学校給食センター
練馬区立田柄中学校 給食室
練馬区役所 保健給食課　給食調理係
鳩山町 鳩山町立学校給食センター
春野学校給食センター
日の出町学校給食センター 管理係
袋井市教育委員会 おいしい給食課
文京区立駕籠町小学校
町田市役所 保健給食課
松本市教育委員会 学校給食課
三島市立中郷小学校 給食室
港区 学校教育部学務課　保健給食係
武蔵村山市役所 教育部学校給食課
目黒区教育委員会事務局 学校運営課　保健給食・健康係
横須賀市教育委員会 学校教育部　学校食育課

病院・高齢者施設
社　名 部　署

明昭 調理課
我孫子つくし野病院 栄養科
安東病院 栄養科
飯沼病院 栄養科
板橋中央総合病院 栄養科
伊藤病院 診療技術部　臨床栄養室
王子生協病院 栄養課
介護老人保健施設
あるふぁ国立 栄養課

介護老人保健施設
ケアセンターなごみ 栄養科

介護老人保健施設やまざくら 栄養課
がん研究センター東病院 栄養管理室
関東中央病院 栄養管理室
行徳総合病院 栄養科
慶成会青梅慶友病院 フードサービス部
京葉病院 栄養科
佼成病院 栄養部
公立碓氷病院 診療技術部栄養科
湖成会熱海伊豆海の郷 栄養課
埼玉協同病院 食養科
埼玉県総合リハビリテー
ションセンター 栄養科

埼玉みさと総合リハビリ
テーション病院 栄養科

三愛会総合病院 栄養科
三恵病院 栄養科
慈協会老人ホームサニーヒル 栄養課
静岡県立病院機構静岡県
立こころの医療センター 栄養管理室
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至誠会第二病院 栄養管理室
慈優会九十九里病院 栄養科
総生会　麻生総合病院 栄養科
高田馬場病院 栄養課
館山明光苑 栄養課
ツクイ・サンシャイン成城 栄養課
帝京大学医学部附属病院 栄養部
田園調布中央病院 栄養科
東大病院 病態栄養治療センター
特別養護老人ホーム　清山荘 栄養係
特別養護老人ホーム　
ナーシングホーム市川 栄養係

特養みなもの桜 栄養課
虎の門病院 栄養部
成増厚生病院 給食課
西狭山病院 厨房
ハートフル行田 栄養室
福音会 栄養科
船橋ケアセンター 栄養科
平成医療福祉グループ 栄養部
平静会大村病院 栄養課
松井病院 栄養科
美咲会 栄養係
宮川病院 栄養科
武蔵野療園病院 栄養科
横須賀共済病院 栄養管理科
横浜市四季の森小学校 栄養士
老人ホーム首里偕生園 栄養支援課
老人ホーム上郷苑 栄養科
老人ホームしょうじゅ美浜 栄養課
老人ホーム清和園 栄養管理課

給食サービス
社　名 部　署

アルス 商品本部　商品開発課
一冨士フードサービス 営業部
栄養食 衛生管理室
エームサービス 運営・品質管理本部　品質統括センター
エム･ティー･フード 衛生管理部
魚国総本社 名古屋本部 業務統括室
グリーンハウス 開発マーケティング部
シダックス 品質管理室
シダックス大新東ヒューマンサービス トータルアウトソーシング営業推進室
シップヘルスケアフード 運営管理部
全国農協食品 施設管理課
千秀グローバル 購買部
SOMPOケアフーズ 商品開発部
第一食品
ティービーフーズ ビオラ川崎 CK

東京ケータリング 総務部 衛生栄養管理室
東洋食品 鎌ヶ谷給食センター
ニチダン 東京本部
ニッコクトラスト 調理企画部
日清医療食品 経営企画室
日本国民食 管理部
ハーベストネクスト 学校給食部
フジ産業 事業推進部
富士産業 本社　業務本部
万福 調理課
メーキュー 営業企画部　調理技術指導室
メフォス
LEOC 営業企画本部
レクトン 第二営業部
レパスト 栄養課

小売・流通
社　名 部　署

イオン お客さまサービス部

イオントップバリュ 商品開発本部　生鮮・デリカ
商品統括部　水産商品部

イオンリテール 食品本部　デリカ商品部
イズミ 品質管理
イトーヨーカ堂 食品事業部
エコス グロサリー部
エムアイフードスタイル 総務本部　品質管理部
遠鉄ストア プロセスセンター
沖縄ファミリーマート 商品本部
小田急百貨店 総務部　品質管理担当
オリエンタルランド 食の安全監理室
カネ美食品 外販品質管理室
北辰商事 商品部
紀ノ國屋 経営企画本部　開発部
銀座千疋屋ホールディングス 品質管理部　和菓子課
近鉄百貨店 法人外商本部
コノミヤ オペレーション本部
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
三徳 管理本部
JR 東日本クロスステーション 弁当事業部
シジシージャパン 品質保証室
ジャパンミート 惣菜部
ジョイテック 資材課
ジョイマート 食品安全保証部
新宿高野 商品部
スーパーサンシ 惣菜部兼商品開発部
生活協同組合ユーコープ 品質保証部　品質・業務管理課

成城石井 製造本部
西友 工場品質管理グループ
西友 商品本部　惣菜部　生産開発担当
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
セブンーイレブン・ジャパン QC部 FF店舗品質管理
相鉄ローゼン 惣菜ベーカリー部
大丸松坂屋百貨店 本社総務部　コンプライアンス・安全安心担当
大丸松坂屋百貨店 DX推進部
髙島屋 総務部　品質管理Ｇ
デリカスイト 製造本部
デリカフーズ 生産管理設備管理室
東武ストア ＰＣ企画部
東武百貨店 法人外商部
ナリタヤ
阪急阪神百貨店 フードマーケティング部
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 AFC 事業部
フコックス 食品部　品質管理課
フジフーズ 生産技術部
富士シティオ 品質管理室
舟和本店 製造部　生産課包装係
ベイシア 品質・鮮度管理部
平和堂 CS 推進部　品質管理室
ベルク ロジスティクス部
ホウスイ 市川物流センター
ホームデリカ 生産管理部　
ポプラ 商品本部
まいばすけっと 人事総務部　品質管理
マルエツ ＭＤ本部　フレッシュデリカ統括部
マルエツフレッシュフーズ 鮮魚事業部
マルエツフレッシュフーズ 精肉事業部
ミニストップ 商品本部　商品在庫管理部
綿半パートナーズ 商品部
ヤオコー デリカ事業部
ヨークベニマル QC室
ライフコーポレーション 船橋プロセスセンター
ルピシア 製造部
ローソン 関東商品部
ロピア 精肉事業部

ロフト 商品本部　サプライチェーン
推進部　品質管理担当

ワイズマート 品質管理室



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

惣菜・デリカ JAPAN
冷食 JAPAN（予定）

TEL：03-3503-7661　FAX：03-3503-7620
E-mail：office@food-exhibition.info
URL：www.food-exhibition.info/
出展に関する詳細は事務局までお問い合わせください。

2022年9月28日［水］▶30日［金］
東京ビッグサイト 東ホール

次回開催案内

www.food-exhibition.info

2022年
1月より

出展募集開始
（一部展示会は予定）




