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会場レイアウト・出展者一覧

出展者一覧
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 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
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日付 天気 来場者数
※1

のべ来場者数
※2

9月28日（水） 晴れ 4,468名 12,063名

9月29日（木） 晴れ
のち曇り 4,815名 12,816名

9月30日（金） 晴れ 4,933名 13,017名

合計 14,216名 37,896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
0.7%

東北
2.8%

　　北関東 3.8%
　　埼玉　 6.7%
　　神奈川 6.9%
　　千葉　 4.8%
　　東京  56.5%

北陸・甲信越
2.6%

東海
5.6%近畿

5.5%

中国・四国
2.2%

九州・沖縄
1.9%

■地域分類

◆各出展者の感染対策や配慮が行き届いていたのが
　とてもよかった。
◆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。
◆スタッフがマスク着用の声掛けを行っており、
　入口での検温も徹底していた。
◆試食もあったが、しっかり対策されていた。
◆各所に消毒用アルコールが置いてあり、
　安心できた。

　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℃

37.5℃

本展に来場したきっかけは？（複数回答）1Q

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

54.6%

29.0%

22.4%

6.3%

24.7%

　  〈内訳〉
主催者　50.1%
出展者　49.9%

本展に来場された目的は？（複数回答）2Q

0 10 20 30 40 50 60 70

50.5%

44.7%

66.2%

15.1%

10.7%

3.0%

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

達成できなかった
15.4%

８４．６％
達成できた

特に役割はない
14.6%

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 17.7%

開発・設計などの
立場から意見を言う 
12.5%

利用する
立場から
意見を言う
16.0%

最終決定する
権限を持っている 11.6%

設備導入のキーマン
５６．９％５６．９％

来場した感想（一部抜粋）5Q 次回のご来場予定は？6Q

来場しない 1.7%

必ず
来場する
21.4%

できれば来場したい
76.9%

次回も来場
９８．３％９８．３％

◆スペースや配置等が見やすく、会場内を回りやすかった。
◆セミナーの題材が幅広く、とても充実していた。
◆様々なシステムを見ることができて勉強になった。
◆専門展ということもあり、すぐに活用できる細やかな説明を聞けた。
◆テーマごとにまとまっており、とても回りやすかった。
◆実機を見ながら商談できる貴重な機会だった。
◆最新の動向を把握する場として展示会は不可欠だと感じた。
◆別業界の最新技術なども見ることができて非常に興味深かった。
◆調理デモで、製品を実際に使用しているところを見られたのが良かった。

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

本展に来場したきっかけは？（複数回答）1Q

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
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導入に関して、あなたの役割は？

4Q

達成できなかった
15.4%

８４．６％
達成できた

特に役割はない
14.6%

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 17.7%

開発・設計などの
立場から意見を言う 
12.5%

利用する
立場から
意見を言う
16.0%

最終決定する
権限を持っている 11.6%

設備導入のキーマン
５６．９％５６．９％

来場した感想（一部抜粋）5Q 次回のご来場予定は？6Q

来場しない 1.7%

必ず
来場する
21.4%

できれば来場したい
76.9%

次回も来場
９８．３％９８．３％

◆スペースや配置等が見やすく、会場内を回りやすかった。
◆セミナーの題材が幅広く、とても充実していた。
◆様々なシステムを見ることができて勉強になった。
◆専門展ということもあり、すぐに活用できる細やかな説明を聞けた。
◆テーマごとにまとまっており、とても回りやすかった。
◆実機を見ながら商談できる貴重な機会だった。
◆最新の動向を把握する場として展示会は不可欠だと感じた。
◆別業界の最新技術なども見ることができて非常に興味深かった。
◆調理デモで、製品を実際に使用しているところを見られたのが良かった。

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

来場者分析

来場者アンケート集計結果

新型コロナウイルス対策について

新型コロナウイルス対策の感想（一部抜粋）
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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など、随時新しい情報を発信した。

■公式WEBサイト

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、
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

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
情報を中心に、閲覧者の来場意欲を喚起した。

■メールマガジンの配信
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来場者の多くが設備導入のキーマンであり、その 9割以上が次回も来場を予定している。
出展者の新技術や情報の収集など、目的達成率も高く、次回以降への期待の高さもうかがえる。
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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 学術顧問

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）

岡本　　剛 （福）滝乃川学園 法人本部 総務部
　  部　員（メーカー）
柴田　頼剛 （株）AIHO 営業本部コンサルティング室 室長
小池　亮介 フクシマガリレイ（株）東京営業六部営業二課
外島　啓太 （株）ナリコマエンタープライズ 関東支店営業三課 課長

（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

給食・大量調理現場の最新情報を発信する国内随一の専門展として、F-SYS は 18 回目の開催。
学校・病院・福祉施設、公的機関の給食関係者が多数来場し、F-SYS 本来の活気が戻った。
四年ぶりの実施となった『学校給食特別展示』も注目を集めた。

■主　　催：フードシステムソリューション（F-SYS）実行委員会
■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）全国栄養士養成施設協会、
（公社）全国学校栄養士協議会、（一社）全国スーパーマーケット協会、
（公社）全国調理師養成施設協会、（一社）全日本司厨士協会、
（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、（一社）日本惣菜協会、
（公社）日本調理師会、（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）

フードシステムソリューション
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来場者からのリクエスト・意見（一部抜粋）

■ 業　種 ■ 部　署学校給食 10.2％

食品製造業
※弁当・惣菜メーカー含む
10.1％

公的機関 9.5％
※教育委員会含む

フードサービス
14.9％

小売・流通・商社 15.5%

その他 10.4%

機器・
設備メーカー
10.7%

建築・設計・
エネルギー
6.4%

病院・
高齢者施設
12.3％

給食サービス 9.1%
外食関連等  5.8%

経営・管理
20.1%

品質管理
10.3%

設備導入・管理
15.6%

栄養管理・調理
14.2%

営業・広報 15.3%

研究・開発
8.0%

企画・調査・
マーケティング
7.7%

その他 8.8%

FOOD SYSTEM SOLUTION

来場者分析

学校給食
岡崎市教育委員会 栄養管理・調理 アレルギー対応の複雑化や地場産物の活用

岡山県倉敷市教育委員会 栄養管理・調理 アレルギー対応食の充実

関西大学 その他 学内における厨房機器の更新に関する設備機器情報

木更津市立金田小学校 栄養管理・調理 厨房機器更新に関する情報収集

日本国民食 その他 採用についてのエリアごとの改善策

公的機関
我孫子市教育委員会 栄養管理・調理 各種機器更新のための情報収集

京田辺市役所 その他 学校給食センター整備にかかる準備行為の最新動向や情報

静岡県袋井市教育員会 経営・管理 調理場の改修・更新にかかる情報収取

静岡市役所 栄養管理・調理 コロナの状況による通常の給食に戻すタイミングの模索

周南市教育委員会 経営・管理 大量調理機器ついての情報収集

横浜市松風学園 設備導入・管理 配膳システムについて

病院・福祉施設
神奈川県済生会横浜市東部病院 栄養管理・調理 人手不足対策の事例や情報収集

千葉大学医学部附属病院 栄養管理・調理 厨房機器の実機を見て検討

武蔵野会　新座志木中央総合病院 栄養管理・調理 業務効率化が可能な調理機器情報

フードサービス
エームサービス 栄養管理・調理 人員不足による労働力の慢性的な不足

銀座アスター食品銀座 その他 調理設備の情報収集

シダックスコントラクトフードサービス 企画・調査 各種業務の自動化ソリューション

新三商事 企画・調査 食堂事業での工数低減および機器などの検討

西武・プリンスホテルズワールドワイド 品質管理 要員不足の対策について

SOMPOケアフーズ 研究・開発 人手不足対策について

豊田通商 企画・調査 安全対策・人手不足対策

ニッコクトラスト 栄養管理・調理 食物アレルギー対応

日本マクドナルド 研究・開発 省人化・食品安全・異物混入対策など

豊食 経営・管理 給食事業における人材確保や、ロボット導入に関するメリット

ホンダ開発 経営・管理 職場安全と業務効率化の両立

ミールケア 情報・システム 食品衛生管理レベルの向上

メフォス 営業・広報 学校給食業務の民間委託化に関する情報収集

メフォス 品質管理 食品の異物混入や労働災害の改善

吉野家ホールディングス 品質管理 店舗食材の保存性について
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主催者セミナー
9月28日（水） 9月29日（木） 9月30日（金）

FG-01 10:30～11:15

学校給食現場における
衛生管理のポイント

学校給食現場における衛生管理のポイント
講　師

東京サラヤ(株) 感染予防・食品衛生サポート部
統括部長

石上 香奈絵 氏

調理場におけるATPふき取り検査(A3法)の
活用について

講　師
キッコーマンバイオケミファ(株) 企画部 部長付
衛生検査企画担当部長

佐藤 昇良 氏

コーディネーター
女子栄養大学 名誉教授　金田 雅代 氏

FHC-03 11:45～12:30

病院給食の業務改善構想
～人とロボットの協働～

FG-04 10:30～11:15

SDGsと学校給食の役割

講　師
(株)AIHO 技術本部 研究開発部 開発課 SIチーム 主任

北山 聖治 氏

講　師
(一社)アグリフューチャージャパン 理事長

合瀬 宏毅 氏

11:45～12:30

食品衛生法対応
『HACCPギャップ診断』の活用

FHC-05

講　師
(株)パーシビアコンサルティング
衛生コンサル事業部 統括シニアコンサルタント

尾﨑 圭子 氏

15:00～16:30

学校給食における食物アレルギー対応
FG-05

講　師
昭和大学医学部 小児科学講座 教授

今井 孝成 氏

講師
前橋赤十字病院 医療技術部
栄養課

涌沢 智子 氏

講師
トヨタ記念病院 栄養科

福元 聡史 氏

講師
国家公務員共済組合連合会
虎の門病院 栄養部

大山 博子 氏

FHC-02

14:30～16:00

外来化学療法室での
栄養食事指導について
（がん病態栄養専門管理栄養士による事例発表）

モデレーター
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

FHC-02

コーディネーター

コーディネーター

FHC-04 13:00～14:30

病院における業務効率化事例
事例紹介者兼コーディネーター

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

事例紹介者兼コーディネーター
自治医科大学附属病院 臨床栄養部 栄養管理室長
茂木 さつき 氏
パネリスト

(株)AIHO 営業本部
コンサルティング室 室長

柴田 頼剛 氏

パネリスト
フクシマガリレイ(株) 
東京営業六部 営業二課 主任

小池 亮介 氏

パネリスト
(株)ナリコマエンタープライズ
関東支店 営業三課 課長

外島 啓太 氏

FG-03 14:00～15:30

コロナ禍の中の学校給食衛生管理

女子栄養大学 名誉教授
金田 雅代 氏

(一財)東京顕微鏡院 学術顧問
伊藤 武 氏

パネリスト
元 丸亀市立綾歌中学校
栄養教諭

村井 栄子 氏

パネリスト
中京学院大学短期大学部
非常勤講師

遠山 致得子 氏
パネリスト

(公財)東京都学校給食会
事務局長

山内 紀美代 氏

パネリスト
(一社)日本エレクトロヒートセンター
((株) トーエネック)厨房機器部会委員

（営業部技術提案グループ・担当課長）　　　　

澤田 政志 氏

FHC-02

FHC-06 13:00～14:30

介護施設における業務効率化事例
モデレーター

(公社)日本栄養士会 理事 管理栄養士

加藤 すみ子  氏
介護施設における業務効率化事例
(令和3年度介護報酬改定による施設内の変化及び課題)

講　師
介護老人保健施設　峡北シルバーケアホーム 栄養科長
潮上 幸恵 氏

老人福祉施設における業務効率化への
取り組みについて

講　師
(福) 正和会 特別養護老人ホーム 成華園 栄養課
益子 慎司 氏

講　師

FHC-01 13:00～13:45

令和4年度診療報酬改定の
概要と運用について

群馬県済生会前橋病院 栄養科 係長 宮崎 純一 氏

パネリスト
（株）AIHO 営業本部
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

FG-02 13:45～15:15

改訂「学校給食施設計画の手引き」の
活用 ポイント紹介

（社名50音順）

フードシステムソリューション
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さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）
●栄養教諭、学校栄養職員、管理栄養士、調理員　　●病院高齢者施設関係者　　●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）
◆学校や病院の管理栄養士が多く、現場の声をたくさん聞くことが
　できた。
◆展示会のコンセプトが明確でよい。ターゲットが多く来場していた。

◆初めての出展だったが、新しいお客様との商談ができてよかった。
◆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。
◆出展者同士の交流も盛ん。協業先開拓が出来た。

■ 今回ご出展の理由は？
（複数回答）

■ 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 ■ 製品・サービスに対する情報
　 交換・意見収集の場として

６．３％

８１．１％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８７．４％８７．４％

１４．７％

６８．４％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８３．１％８３．１％

７．９％

６５．５％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７３．４％７３．４％

５．２％

８１．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８６．８％８６．８％

１０．２％

７０．５％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．７％８０．７％ ８７．４％８７．４％８７．４％

期待以下
12.6%

６．３％

８１．１％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８７．４％８７．４％

８３．１％８３．１％８３．１％

期待以下
16.9% １４．７％

６８．４％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８３．１％８３．１％７３．４％７３．４％７３．４％７３．４％７３．４％７３．４％

期待以下
26.6% ７．９％

６５．５％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７３．４％７３．４％

８６．８％８６．８％８６．８％

期待以下
13.2% ５．２％

８１．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８６．８％８６．８％ ８０．７％８０．７％８０．７％

期待以下
19.3% １０．２％

７０．５％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．７％８０．７％

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
同業他社が

出展している

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

65.4%

63.1%

70.8%

25.7%

30.3%

出展者アンケート集計結果

特別展示

１2 年ぶりに更新された「学校給食施設計画の手引き」の共通理解を深める情報発信コーナーと
書籍販売を実施。

■改訂「学校給食施設計画の手引き」の活用

学校給食と地場産物とのつながりをテーマに各自治体における取組事例をパネルで掲示。
■地場産物パネル展示コーナー

フードシステムソリューション実行委員会、都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう）、
藤江、タニコー、サラヤ、東京サラヤ、キッコーマンバイオケミファ、日本エレクトロヒートセン
ター、生活デザイン研究所　　　（順不同）

■展示協力メーカー・団体

学校給食特別展示

FOOD SYSTEM SOLUTION

■手洗い＆ATP体験
手洗いの基本から ATP ふき取り検査のポイント紹介まで、大量調理現場ですぐに役立つ実践できる
情報を発信。
実演日時　9/28（水）１１:30 ～/１5:30 ～　9/29（木）１3:00 ～/１5:45 ～　9/30（金）１１:30 ～/１4:00 ～

管理栄養士や調理師などF-SYSならではの来場者からダイレクトに声を聴くことができる貴重な機会となっている。
新規顧客獲得はもちろん、業界情報交換の場としての評価も高い。
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フードセーフティジャパン（FSJ）、フードファクトリー（FF）では、食品業界の品質管理、生産・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。
特別企画としては、昨年に引き続き『乳製品製造・開発技術ゾーン』を設置したほか、『企業誘致・立地ゾーン』を
新設。業界の最新の情報を求める関係者で賑わった。

■ 主　　催：（一財）食品産業センター、（公社）日本食品衛生協会
■ 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、（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
加地　祥文 （公社）日本食品衛生協会 常務理事
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）品質保証部・技術顧問

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 部長

真田　知典 川崎重工業（株）ロボットディビジョン 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（イカリホールディングス（株））
事務局長代理

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 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 部長

大平みはる （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）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）ＣＰ＆Ｓ（Consumer Products &
Service）事業本部・シニアマネージャー

竹茂　　昭 アテックス（株）代表取締役社長

合同企画委員会

フードセーフティジャパン / フードファクトリー

開催概要
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来場者からのリクエスト・意見（一部抜粋）

食品製造業
アイフーズ その他 社内一括システム管理を模索中
赤阪柿山 経営・管理 製造現場の暑さ対策、省人化、現場の洗浄方法
旭物産 品質管理 製造過多による清掃不足改善
味の素 生産・工務 防滑性と清掃性を兼ね備えた塗床材
味の素ベーカリー 品質管理 食品安全文化の醸成
ありあけ 品質管理 HACCP推進や、衛生関係のクレーム防止対策について
江別製粉 経営・管理 衛生管理の対応、異物混入の対策
かどや製油 品質管理 生産工場・ラインの洗浄方法
紀文食品 その他 細菌に関する環境問題
斉藤クリエート食品 栄養管理・調理 異物混入対策・衛生管理・品質管理
佐野観光農園 生産・工務 HACCPについての知識の向上や異物混入対策
敷島製パン 品質管理 微生物の迅速検査によるカビ発生等未然防止や異物混入防止
シマダヤ 品質管理 ラインの衛生管理・清掃道具
第一製菓 品質管理 JFS-Ｂ規格について
多木化学 研究・開発 衛生的な計量充填
デリカフーズ 品質管理 省人化に向けたペーパーレス化や異物対策
日本デリカフレッシュ 品質管理 効率的な清掃・洗浄工程の確立
ハース 品質管理 清掃後のアレルゲンの日々の管理について
パーソルサンクス 品質管理 新拠点開設に伴う衛生管理についての情報
ハローフーズ 品質管理 省人化・自動化
ファーストフーズ 経営・管理 自動化・省人化推進や従業員の育成方法
町田食品 品質管理 従業員への教育・監視・効果検証
モウイジャパン 品質管理 品質管理・衛生管理の教育方法
リフレカップ 品質管理 内部ディフェンスの強化の為の情報
わらべや日洋食品 研究・開発 細菌検査における合格率をあげるためのサニテーション
アイティーエスファーム 経営・管理 従業員の人員不足・高齢化対策
イクタツ 経営・管理 生産効率化・省人化・省力化・売上拡売・利益率アップ
丸市食品 営業・広報 工場の省人化・機械化や自動化
VDFサンロイヤル 生産・工務 省人・省力・省エネ化に関する新たな取り組みについて
オイシックス・ラ・台地 生産・工務 コスト低減や人材の確保の点で省人化についての情報収集
関東ダイエットクック 生産・工務 充填速度の安定化
京都グレインシステム 設備導入・管理 自動化、省人化、環境改善など
銀の汐 生産・工務 省人化に向けた取り組み
グルメデリカ 生産・工務 省人化・合理化・品質向上
コープフーズ 経営・管理 省人化や、工場修繕等の解決策
サントリープロダクツ 生産・工務 デジタル技術への対応や省エネ・省水

JR東日本クロスステーション
フーズカンパニー 経営・管理 省力化・省人化に向けた取組みについて

FSJ・FF

■ 業　種 ■ 部　署その他 5.4%

食品
製造業
42.3%

機器・
設備メーカー
8.7%

建築・設計・エネルギー
2.9%

フード
サービス
14.2%

公的機関 4.4%

給食関連 7.7%
外食関連 6.5%

経営・管理
22.8%

生産・工務 18.4%

品質管理
20.5%

物流・情報システム 3.6%

設備導入・管理
9.3%

研究・開発
7.5%

営業・広報
7.1%

企画・調査・
マーケティング
6.4%

その他 4.4%

流通業 22.1%

卸売・商社 11.5%
小売　　   10.6%

FOOD SAFETY JAPAN /  FOOD FACTORY

来場者分析

シマダヤ関東 経営・管理 工場新設検討にあたり情報収集
鈴木製粉所 経営・管理 工場建設の様々なアイデア
西友 経営・管理 長靴等の備品の使用から洗浄・保管までの改善
泉州屋 経営・管理 最新冷凍食品製造ノウハウ・HACCP 対応工場建設
タカヤマ 営業・広報 アナログ管理からデジタルやシステム導入を検討中
ちとせ食品販売 経営・管理 設備導入による生産効率向上と工場に関する情報収集
ディメール 経営・管理 製造行程の一部機械化
デリア食品 設備導入・管理 生産に対しての省力化・省人化
デリカフーズ 品質管理 工場内の様々な状況下でのデータラベルに関する情報
天食 経営・管理 生産ラインの自動化や洗浄システムの改善
トオカツフーズ 設備導入・管理 省人化のための機械化に関する機器情報など
虎昭産業 経営・管理 生産の自動化・省人化など、DX の推進
日本水産 企画・調査 乳製品に関する情報収集
八宝商会 生産・工務 製造数の増やし方や育成を交えた清掃方法の簡易化
ビルミルク 経営・管理 生産を増やす為の機械や設備
ファーストフーズ 経営・管理 自動化・省人化
フジデリカ 生産・工務 労務費削減のための省人化や燃料費・電気代高騰による省力化
プライフーズ 経営・管理 人員不足・労災対策・品質管理
丸政 経営・管理 工場に関する様々な情報収集
Meiji Seika ファルマ 生産・工務 脱炭素・ＤＸ・資源循環・防虫対策など、最新情報収集
森永乳業 その他 プラスチックストローの代替品、乳原料の価格高騰
焼津冷蔵 経営・管理 工場内の生産ラインの改善
ヤヨイサンフーズ 経営・管理 工程改善、自動化の推進
雪印メグミルク 経営・管理 国内乳製品の需要拡大に向けた情報収集
ロイヤル 生産・工務 技術継承の方法や省人化に関する解決案

フードサービス・小売・他
アールディーシー 品質管理 衛生管理による食中毒の予防
エームサービス 品質管理 品質管理体制の強化

エスエスフードインター
ナショナル 品質管理 品質管理系の業務効率化

西友 品質管理 食品衛生によるクレーム対策

トランジット
ジェネラルオフィス 品質管理 調理工程・清掃工程における衛生管理

ハートエージェンシー 品質管理 安全安心な給食の提供
ベイシア 品質管理 食品リサイクル・容器リサイクル
ヤオコー 品質管理 オゾン水殺菌の情報収集
吉野家ホールディングス 品質管理 店舗食材の保存性について
ローソン 品質管理 従業員・加盟店に対する衛生教育や食品ロス削減
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主催者セミナー
9月28日（水） 9月29日（木） 9月30日（金）

フューチャーノート(株) 取締役CTO

飯島 明宏 氏
伊藤忠食糧(株) 食料第二本部　
製菓原料・ゴマ部　カカオ課

最相 毅俊 氏

FS-06 11:00～12:30

昆虫食の普及や安全性に関する課題
～食糧としての昆虫食について、普及性・機能性、安全性などを考える～
パネリスト

パネリスト

コーディネーター イカリ環境事業グループ　
(一財) 環境文化創造研究所 事務局長代理

藤村 昌 氏

FS-07 13:00～13:45

HACCPと異物混入防止活動を
構築するためのポイント

イカリ消毒(株)　
執行役員 コンサルティング部 部長

塩田 智哉 氏

パネリスト

コーディネーター イカリ環境事業グループ　
(一財) 環境文化創造研究所 事務局長代理

藤村 昌 氏

FS-01 10:30～12:00

パネリスト

パネリスト

パネリスト

(一財)食品安全マネジメント協会 事務局長 小谷 雅紀 氏

(株)イトーヨーカ堂セントラルキッチン日高
品質保証室 室長 池田 忠則 氏

(株)ヤオコー 食品安全 担当部長 新 武司 氏
コーディネーター

JFS規格を理解して企業体質を強化する

(株)Food・Safety 代表取締役社長 矢島 秀章 氏

FS-03 12:30～13:15

食品製造工場におけるIoTのための
無線システムの安定運用

（国研）情報通信研究機構（NICT）
ネットワーク研究所 ワイヤレスネットワーク研究センター
ワイヤレスシステム研究室 研究マネージャー　　　　　　　　　　　　板谷 聡子 氏

講　師

FS-04 14:30～15:15

ESG投資に係る食品産業への影響
及びその対応等について

農林水産省 大臣官房　新事業・食品産業部
新事業・食品産業政策課　ファイナンス室
課長補佐（サステナブルファイナンス） 中世古 昌史 氏

講　師

FS-05 15:45～16:30

素早く効果をあげる異物混入対策
(株)フーズデザイン 代表取締役社長 加藤 光夫 氏

講　師

FS-08 15:45～16:30

空調効率を考慮した食品工場の設計

大和ハウス工業(株)　
建築事業本部営業統括部 食品製造推進室 主任  松本 剛史 氏

講　師

FS-09 10:30～12:00

食品産業におけるロボット活用の事例

食品製造現場におけるサステナブルな生産体制構築とは

食品製造・飲食産業における協働ロボット導入の事例紹介と新たな取組み

（株）ニッコー 営業第二部 部長 大場 勝 氏
食品製造ロボット化の基礎と事例

（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) 
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

カップヨーグルト研究会 向井 智香 氏

NS-05 13:00～13:45

マニアが愛する｢ご当地ヨーグルト｣の世界
講　師

三栄源エフ・エフ・アイ(株)  　
第一事業部 担当次長    井藤 大作 氏

三栄源エフ・エフ・アイ(株)   　
第一事業部 食品保存技術研究室 課長代理 矢木 一弘 氏

NS-06 15:00～15:45
冷菓における安定剤・乳化剤の役割と選択のポイント

乳製品の食品ロス削減へのご提案

講　師

講　師

FS-11 14:30～16:00

食品ロス削減の取り組みと
フードバンク・こども食堂活動等の連携

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 室長

森 幸子 氏

講　師
(一社)全国食支援活動協力会
専務理事

平野 覚治 氏

講　師
NPO法人
全国こども食堂支援センター・
むすびえ理事長

湯浅 誠 氏

講　師

FS-12 15:45～16:30

「食品安全文化」　何をしたら良いの？

コンパスグループ・ジャパン(株)
セーフティ部 ゼネラルマネジャー

岡田 綾子 氏

講　師
DNVビジネス・アシュアランス・ ジャパン(株)
食品・飲料部 ビジネスディベロップメントマネジャー 

長谷川 清 氏

講　師

NS-03 11:45～12:30

使い捨てプラ削減と紙製品の取組
～ストローレス学乳容器を中心に～

日本製紙(株) 紙パック営業本部   　
紙パック営業統括部 部長代理 増田 順一 氏

講　師

NS-04 15:45～16:30

イタリアンジェラートの新たなトレンド
カルピジャーニ・ジャパン(株)   　
カルピジャーニジェラート
ユニバーシティ講師 グイド ザゲット 氏

講　師

農林水産省 畜産局 牛乳乳製品課 課長補佐 　　    朝倉 麗 氏

NS-01 11:45～12:30

酪農における６次産業化の取組と
牛乳乳製品の輸出促進

講　師

NS-02 15:45～16:30

人も牛も幸せに“磯沼ミルクファーム”の
これまでと未来への羽ばたき

磯沼ミルクファーム 代表   

磯沼 正徳 氏
(一社)日本チーズ協会 事務局長

奥泉 明子 氏

講　師 モデレーター

加地 祥文 氏

FS-10 12:30～13:15

HACCPという衛生管理手法の隠された思想
－進化論的アルゴリズム－

講　師 (公社)日本食品衛生協会
常務理事

フードセーフティジャパン / フードファクトリー

乳業関連の各業界団体の取り組みや活動報告など、最新情報を発信するコーナーを設置。
多数のパンフレットや冊子を展示した。

■乳業団体情報発信コーナー

（一社 ) 日本チーズ協会、カップヨーグルト研究会向井智香氏全面協力のもと、ご当地ヨーグルトや工房
チーズの魅力を発信した。

■チーズ・ヨーグルト試食コーナー

乳製品関連事業者向けの特別企画として 2回目を迎えた。選りすぐりの講師による専門
セミナーに加え、ご当地ヨーグルトや工房チーズの試食で会場は賑わった。

一般社団法人 日本乳業協会、一般社団法人 J ミルク、一般社団法人 中央酪農会議、
一般社団法人 全国発酵乳乳酸菌飲料協会、一般社団法人 日本アイスクリーム協会、チーズ普及協議会、
日本ジェラート協会 　（順不同）

■展示協力団体
一般社団法人 日本チーズ協会、
ヨグネット 　（順不同）

■企画展示

乳製品製造・開発技術ゾーン特別企画
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出展者セミナー
9月28日（水） 9月29日（木） 9月30日（金）

EX-07 11:00～11:45

微生物の人工餌を利用した迅速・選択的な
微生物検出技術の開発 出展者：(株)槌屋　

国立大学法人 名古屋工業大学 工学研究科　
工学専攻 生命・応用化学系プログラム 准教授 猪股 智彦 氏 (一財)食品安全マネジメント協会　

アシスタントマネージャー 西村 このみ 氏

EX-13 11:00～11:45

JFS-B規格Ver. 3.0規格
要求事項改版のポイント解説

EX-01 11:00～11:45

微生物微小コロニー迅速検査装置
TM-LABシリーズの紹介

(株)槌屋　技術開発本部 新製品開発センター　
主任 工学博士 海谷 慎一 氏

講　師 講　師 講　師

EX-02 12:00～12:45

食品工場建設をターゲットにした
コンカレントエンジニアリング

中設エンジ(株) エンジニアリング本部　
執行役員 エンジニアリング本部長 喜多 道一 氏

講　師

EX-08 12:00～12:45

品質管理ご担当者必見！
洗浄水リアルタイムモニタリングのご提案

(株)堀場アドバンスドテクノ　
環境ソリューションズ開発部 チームリーダー 宮村 和宏 氏

講　師
三建設備工業(株) 技術統括本部　
開発グループ 主管 戸室 泰洋 氏

EX-15 13:00～13:45

「ゼロエネ予冷・再熱」の
除湿給気ユニットによる省エネ空調

講　師

(株)竹中工務店　
環境共生・エネルギー本部 主任 横山 茂紀 氏

EX-16 14:00～14:45

食品工場の脱炭素化を実現するソリューション
講　師

三和建設(株) 東京本店　営業グループ 杉原 佳菜子 氏

EX-17 15:00～15:45

生産エリア以外でもできる！
食品工場建設における計画の工夫

講　師

EX-09 13:00～16:00

今さら聞けない！
JFS規格のための一般衛生管理＆HACCP

麻布大学 生命・環境科学部　
食品生命科学科 教授 三宅 司郎 氏

出展者：(一財)食品安全マネジメント協会

講　師

EX-03 13:00～13:45

現場DXによる業務効率化と品質向上の秘訣

(株)カミナシ マーケティングチーム 田島 巧平 氏
講　師

EX-06 16:00～16:45

カビ汚染はこう防ごう！ーパン工場の事例・他

(株)ピーズガード 技術顧問 野々村 和英 氏
講　師

EX-05 15:00～15:45

食品の異常・クレームを分析機器・科学技術で解決！
～食品の異物・異臭の撲滅を目指して～

(株)食環境衛生研究所
食品衛生ラボラトリー事業部
食品分析室 課長補佐

阪本 浩一 氏

(株)食環境衛生研究所
食品衛生ラボラトリー事業部
第二食品検査室 室長

浅沼 開 氏

(株)食環境衛生研究所
食品衛生ラボラトリー事業部
食品衛生コンサル事業部

小林 祐介 氏

講　師 講　師 講　師

FOOD SAFETY JAPAN /  FOOD FACTORY

企業誘致・立地ゾーン

各出展自治体の特長、立地条件等を網羅したパネル展示を行った。
■パネル展示コーナー

青森県、神奈川県企業誘致促進協議会、京都府、ひょうご産業活性化センター、
福島県田村市、北海道千歳市、宮崎県　　（順不同）

■展示協力

自治体による食品工場・物流倉庫の誘致をテーマとしたゾーンとして、初めての開催。
会場ではターゲットである食品工場・食品物流関係者と出展自治体との間で質の高い情報交流・商談が行われた。

特別協力：（一財）日本立地センター特別企画
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フードセーフティジャパン / フードファクトリー

出展者の声（一部抜粋）
◆品質管理担当者が多く、商談内容が非常に濃い。
◆これまで取引のない食品メーカーとも接触できた。
◆来場者の質が良い。ターゲット来場者が絞られている。

◆普段の営業活動ではアプローチが困難な企業とパイプを
　作れた。
◆感染対策がしっかりされており、来場者が安心していた。

■ 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
●受託検査機関

●食品メーカー
●セントラルキッチン
　　　　・
　　　　・
　　　　・

FSJ
■ 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

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

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

70.1%

66.4%

87.8%

39.5%

43.7%

■ 新規顧客獲得の場として

期待以下
18.3% １０．３％

７１．４％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り ８１．７％８１．７％

■ 既存顧客へのアピールの場として
期待以下
19.9% １４．４％

６５．７％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．１％８０．１％
■ 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

期待以下
12.5% ６．９％

８０．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８７．５％８７．５％

期待以下
20.4% ７．４％

７２．２％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７９．６％７９．６％
■ 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
15.1% ８．４％

７６．５％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８４．９％８４．９％

出展者アンケート集計結果

来場ターゲットとのマッチングは高い評価を獲得している。
食品・飲料メーカーの品質管理部門の来場が多く、
効率的なアプローチが可能な点が魅力である。



16

FOOD SAFETY JAPAN /  FOOD FACTORY

出展者の声（一部抜粋）
◆食品工場のライン担当者が多数来場した。
◆期待する来場者の属性と展示内容がマッチングした。
◆自社の課題に真剣に取り組む来場者が多い。

◆興味を持っていただいた企業が複数社あり、今後の展開
　に期待。
◆テーマ性の高い多種多様なセミナーもあり、来場者も集
　まった。

■ さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）

FF
■ 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

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

食品業界への参入の
足がかりとして期待した

55.8%

55.1%

83.4%

30.2%

35.5%

■ 新規顧客獲得の場として

期待以下
16.2% ６．７％

７７．１％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り８３．８％８３．８％

■ 既存顧客へのアピールの場として
期待以下
20.8% ６．９％

７２．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７９．２％７９．２％
■ 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

期待以下
17.4% ５．２％

７７．４％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８２．６％８２．６％

期待以下
17.8% ７．９％

７４．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８２．２％８２．２％
■ 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
19.9% ４．８％

７５．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．１％８０．１％

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

●和洋菓子業
●乳業メーカー
●フードサービス
●食品スーパー
●冷凍食品メーカー

●食品工場管理者
●飲料メーカー
　　　　・
　　　　・
　　　　・

食品工場関係者、特に生産・工務部門へ直接 PRできる場として
8割以上が期待通りの成果を出している。
来場ターゲットとのマッチングに加え、商談の場としての評価も高い。
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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
■ 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）

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
ティクス運営部 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

小松﨑義則 （株）日本アクセス ロジスティクス企画部 部長

小谷　光司 三菱食品（株）SCM 統括オフィス オフィス室長

藤田　正美 キユーピー株式会社 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

國友　宏俊 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
事業本部長

坂本　和也 日本パレットレンタル（株）流通営業部 部長代
理

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 室長

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

森　　修子 GS１ JAPAN（（一財）流通システム開発セン
ター）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

「食品物流」をテーマとした国内唯一の専門展として、開催前から物流関係者の高い注目を集めた。
6回目の本年は、食品業界ならではの「冷凍・冷蔵対応」をはじめとした物流設備機器・サービスが集結し、
活発な情報交流・商談が行われた。

フードディストリビューション

開催概要
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■ 業　種 ■ 部　署
その他 4.5%

食品流通
46.4%

食品製造業
29.6%

機器・設備メーカー
6.2%

フード
サービス
9.4%

公的機関 3.9%

卸売・商社 19.7%
物流・倉庫 14.1%
小売        12.6%

経営・管理
22.4%

生産・工務
9.9%

物流・ロジスティクス
24.1%

品質管理
7.6%

企画・調査
6.5%

情報システム・
EC運営・マーケティング
10.9%

その他 10.1%
研究・開発 2.3%
営業・広報 6.2%

※物流部門を含む

来場者からのリクエスト・意見（一部抜粋）
FD

食品製造業
カゴメ 物流・ロジスティクス 物流費上昇の抑制、2024 年問題への対応、業務効率化に関して

交易食品 経営・管理 生産性の向上

小林商事 経営・管理 物流拠点の再構築

サントリーホールディングス 物流・ロジスティクス 原料物流保管・輸送品質の向上

J- オイルミルズ 物流・ロジスティクス 2024 年問題対策と標準化に向けての情報

土佐マリンベース 経営・管理 品質向上及び衛生管理、物流に関する情報収取

ニップン 物流・ロジスティクス 2024 年に備えた各種物流課題の解決

ブルボン 物流・ロジスティクス 2024 年問題での物流コスト上昇の対策

明治 物流・ロジスティクス 物流現場における自動化・省人化、現場管理の DX 化

卸売・商社
伊藤忠食糧 品質管理 食品安全に関しての社内浸透

国分グループ本社 品質管理 製造工場の管理方法のシステムや機器情報

千葉フード 経営・管理 物流効率化、食品を取り扱うものとして安全の担保等

東京貿易ホールディングス 経営・管理 食品業界向けの販売協業パートナーの発掘

日之出国際交易 経営・管理 海外食品輸出流通のコールドチェーン物流費の負担及び海外での温度管理対策

福島食品 品質管理 商品の入出庫管理と品質管理

三井物産 品質管理 新技術や情報収集の為

ヤマイチ 経営・管理 製品販売の為の社員教育

物流・倉庫・他
オリエンタルランド 経営・管理 省人化・機械化・DX 等

片岡運送 品質管理 車両運転室・荷台室のカビ取りと消臭

甲陸ロジスティクス 物流・ロジスティクス アグリ事業を始めるにあたっての資材調達

DNPロジスティクス 経営・管理 荷量不足、荷役業務負荷大

ネットワーク・アライアンス 物流・ロジスティクス 品質管理・温度管理輸送のソリューション

東日本合通 物流・ロジスティクス 人手不足の解決策

三菱商事ロジスティクス 経営・管理 物流に関する情報収集

ユアキッチンサービス 物流・ロジスティクス 物流の効率化に関するソリューション

来場者分析

FOOD DISTRIBUTION
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9月29日（木）

出展者セミナー

FD-03 11:00～12:30

EX-12 14:00～14:45

パネリスト
三菱食品（株） SCM統括オフィス
オフィス室長

小谷 光司 氏

パネリスト
キユーピー（株） 執行役員 
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

9月28日（水）

9月28日（水）
FD-TS 10:30～11:15

冷凍・冷蔵対応の自動化・省人化 「持続可能な物流の構築にむけて」
～メーカー、卸間の取組から製配販３層の取組へ～

食品衛生法PL制度に対応した
サステナブルラベル素材

9月30日（金）
FD-05 10:30～11:15

SIP：データ基盤の実装化事例紹介

EX-04

出展者セミナー

主催者セミナー

経済産業省 　
消費・流通政策課長 兼 物流企画室長

中野 剛志 氏

パネリスト

コーディネーター 上智大学 名誉教授

荒木 勉 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

FD-04 14:30～15:15

ＧＳ１標準と物流効率化

改善事例から学ぶ冷蔵・冷凍倉庫における
自動化、省人化

(株)豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー 
物流ソリューション事業室 物流システム第二室長

小林 大祐 氏

講　師

コールドチェーンにおける自動化トレンドと
構築のヒントとは

(株)IHI物流産業システム 営業本部 営業部 課長 

綾部 雄介 氏
講　師

講　師

講　師

講　師

(株)KURANDO 代表取締役社長  岡澤 一弘 氏

リンテック(株)　技術・開発室 

河村 明 氏
講　師

GS１Japan ((一財) 流通システム開発センター)  　
ソリューション第2部 部長 浅野 耕児 氏

FD-07 13:45～14:30

 『コロナ禍で変化した「食」ビジネス』
でのラストワンマイル

（株）スペックホルダー 代表取締役社長／
農林水産省 農林水産研究所客員研究員 大野 泰敬 氏

FD-01 11:45～13:30

物流施策大綱と2024年問題

FD-02 15:45～16:30

急速に進む、荷主と物流現場の
情報共有プラットフォーム

フィジカルインターネット実現のロードマップ

国土交通省　
総合政策局 物流政策課 課長

平澤 崇裕 氏

パネリスト
国土交通省における最近の物流政策

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)  　
「スマート物流サービス」管理法人 
統括プロジェクトマネージャー 兼 フェロー

奥住 智洋 氏

コーディネーター 上智大学 名誉教授

荒木 勉 氏
SIP「スマート物流サービス」の取り組みと目指す姿

講　師 (株)セイノー情報サービス 取締役   　
スマート物流推進担当・物流技術担当 

早川 典雄 氏

SIPスマート物流サービス「地域物流」の取り組み

FD-06 11:45～13:15

食品物流における
フィジカルインターネット実現に向けた
取組み事例

講　師 アサヒロジ(株) 取締役副社長

島崎 市朗 氏

コーディネーター 上智大学 名誉教授

荒木 勉 氏
アサヒグループの共同物流の取り組み

講　師

講　師

日清食品(株) 取締役
サプライチェーン企画部管掌

深井 雅裕 氏

フィジカルインターネットの実現に向けて

フードディストリビューション
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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）
●食品スーパー　　●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

◆食品物流に特化している点が大きな魅力。
◆来場者のニーズと展示会のコンセプトが合致していた。
◆他展には無いエンドユーザーも来場している点が魅力で
　ある。メーカー、卸が確実に来場していた。

◆業界最先端のセミナーを求め、食品物流のキーマンが来場 
　する貴重な機会。
◆同時開催展との相乗効果が高く、多様な業種の人と接点が
　持てる

■ 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

食品業界への参入の
足がかりとして期待した

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

74.7%

70.8%

82.5%

38.7%

52.5%

期待以下 16.7% １４．５％

６８．８％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８３．３％８３．３％

期待以下
24.4%

９．８％

６５．８％
期待通り

期待以上 期待以下
18.6% １８．２％

６３．２％
期待通り

期待以上

期待以下
17.5% １０．１％

７２．４％
期待通り

期待以上

期待以下
18.1% １１．３％

７０．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７５．６％７５．６％

期待以上
期待通り

８１．９％８１．９％

期待以上
期待通り

８１．４％８１．４％

期待以上
期待通り

８２．５％８２．５％

FOOD DISTRIBUTION

出展者アンケート集計結果

販促・商談の場としては、多くの出展者から期待通りの評価を得た。
冷凍・冷蔵対策など、食品物流ならではの訴求ができることから出展者の評価も右肩上がりだ。
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■ 主　　催：惣菜・デリカ JAPAN 組織委員会
■ 後　　援：農林水産省、経済産業省　　（順不同）

■ 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

清水　誠三 （一社）日本惣菜協会　専務理事

委員

桑﨑　俊昭 （一社）全国発酵乳乳酸菌飲料協会専務理事/
（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

嵯峨　哲夫 （公社）日本べんとう振興協会 専務理事

荒崎　英伸 （株）サンデリカ 食品安全衛生管理本部
お客様相談室長

古川　　真 わらべや日洋（株） 生産技術部 参事

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 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

中食・惣菜工場の製造機器にフォーカスした専門展示会として 5回目の開催。
惣菜製造現場の省人化を筆頭に、自社の課題解決を求める惣菜ベンダーや食品スーパー関係者の期待に応えた。

惣菜・デリカJAPAN

開催概要
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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 冷凍惣菜弁当の商品化や、作業者高齢化
による人材確保の方法

旭物産 品質管理 製造過多による清掃不足対策

オーガニック工房キラリ 経営・管理 拡販・素材原料

大津屋 生産・工務 新工場での衛生関連器具や、生産性の高
い機器

関東ダイエットクック 生産・工務 充填速度の安定化

グルメデリカ 経営・管理 鮮度保持延長に関する情報

グルメデリカ 生産・工務 省人化・合理化・品質向上

GS Finance 経営・管理 サービスの販促にかかわる情報

デリア食品 設備導入・管理 生産に対しての省力化・省人化

デリカシェフ 研究・開発 生産性向上、開発力強化、調理技術

トオカツフーズ 設備導入・管理 省人化を目的とした機械化

日本デリカフレッシュ 品質管理 効率的な清掃・洗浄工程の確立

ファーストフーズ 経営・管理 自動化・省人化推進に関する情報や、
商品開発力・人材育成力強化

ファーストフーズ
ホールディングス 経営・管理 省人化・食品衛生

フジデリカ 生産・工務 省人化・省力化

フレッシュセブン 経営・管理 生産性改善の為のロボット化の推進や
冷凍惣菜への参画

星の花キッチン 経営・管理 小中規模の時短惣菜製造機器

やまがた屋 経営・管理 HACCP の定着および自主的な進化

利恵産業 設備導入・管理 人手不足解消

わらべや日洋食品 研究・開発 細菌検査における合格率をあげるための
対策・サニテーション

西貝餐飲集団（海外） 研究・開発 惣菜盛付の自動化及び、効率的な冷凍食
品のライン導入

フードサービス・他
赤門 研究・開発 食品工場建設に関する知識・情報

クリエイトダイニング 経営・管理 人員不足の改善策や情報

ソルト・コンソーシアム 経営・管理 人手不足の解消のための情報収集

SOMPOケアフーズ 研究・開発 人手不足解決のための情報

豊食 経営・管理 人を介する必要のない業務の完全自動化
やロボットの導入

ホンダ開発 経営・管理 効率化、職場安全

マッシュ
ホールディングス 品質管理 飲食店・社員食堂・セントラルキッチン

の SDGs を導入した衛生管理

万葉倶楽部 経営・管理 食品ロス対策

メフォス 品質管理 食品の異物混入や労働災害について
の対策

■ 業　種 ■ 部　署
その他 8.4%

食品製造業
※弁当・惣菜関連業含む
38.2%

機器・
設備メーカー
10.3%

流通・小売
20.1% フードサービス18.9%

※給食サービス含む

公的機関 4.1%

外食関連 10.5%
給食関連 8.4%

その他 8.2%

営業・広報
8.8%

経営・管理
21.2%

研究・開発
9.7% 品質管理 12.3%

企画・調査・
マーケティング
7.6%

生産・工務
18.5%

設備導入・管理
10.1%

情報システム・物流
3.6%

SOUZAI /  DELICA JAPAN

来場者分析
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9月 29日（木）
主催：野菜流通カット協議会（VeDiCA） 13:30～16:40

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・業務用野菜にまつわる様々な旬の話題をお届け）

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
（小林氏、比留間氏、出田氏、黒田氏、鈴木氏）

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 露地野菜花き生産技術グループ長

佐藤 文生氏

関連企画

主催者セミナー
9月28日（水） 9月29日（木） 9月30日（金）

SDJ-01 11:45～12:30

惣菜事業における
「安全で美味しい冷凍総菜」の創り方

(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 増田食品開発コンサルティング　代表 増田 敏郎 氏

奥野製薬工業(株)
東京食品営業部 東京食品技術課 課長 近藤 克紀 氏

SDJ-03 10:30～11:15

食品添加物を利用した食品ロス対策

講　師 講　師

講　師

(株)角野品質管理研究所　代表取締役 角野 久史 氏

SDJ-04 13:00～13:45

食品衛生7Sを土台にHACCPの構築
講　師

SDJ-02 13:45～15:15

ロボットフレンドリーによる
惣菜工場へのAI・ロボット、
量子コンピューターや
デジタルツインの実導入
【第1部】盛付工程への取り込み

(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

講　師

経済産業省 製造産業局
産業機械課 ロボット政策室 

秦野 耕一 氏
コネクテッドロボティクス(株) 
代表取締役

沢登 哲也 氏
Team Cross FA ((株) FAプロダクツ) 
Relationship Development部 部長 

高見 守 氏

講　師

講　師

講　師

SDJ-05 11:45～12:30

惣菜製造におけるガス置換包装を
中心とした日持ち延長への取組

SDJ-06 13:45～15:15

ロボットフレンドリーによる
惣菜工場へのAI・ロボット、
量子コンピューターや
デジタルツインの実導入
【第２部】シフト計算とデジタルツインの活用

(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

講　師

経済産業省 製造産業局
産業機械課 ロボット政策室 

秦野 耕一 氏
(株)グルーヴノーツ 
代表取締役社長 

最首 英裕 氏
Team Cross FA ((株) FAプロダクツ) 
Relationship Development部 部長 

高見 守 氏

講　師

講　師

講　師

惣菜・デリカJAPAN

青果物の最適貯蔵環境へのシフトと
冷凍技術について

（株）前川製作所 ソリューション事業本部 営業グループ 課長
比留間 直也氏

講　師

フルックスグループの食の外部化
（中食・外食）対応について

（株）フルックスホールディングス 代表取締役
黒田 久一氏

講　師

太陽光型植物工場を起点にした
マーケットインでの契約栽培

講　師
（株）鈴生 代表取締役社長

鈴木 貴博氏

輸入農産物の現状について
講　師

（株）日本アクセス 生鮮第2営業部 部長代行
出田 大樹氏

主要野菜の用途別需要の動向と特徴
講　師

石川県立大学 生物資源環境学部 食品科学科 教授
小林 茂典氏
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さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）
●コンビニベンダー　　●食品製造業　　●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）
◆狙った惣菜・中食市場に向け、実用的なPRが行えた。
◆実機を展示できる貴重な機会。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。

◆製品点数を絞ることで、他展より密な商談ができた。
◆来場者の事業規模がマッチしている。
◆主催者の対応は丁寧で好感がもてる。

■ 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

期待以下 13.2% １１．１％

７５．７％
期待通り

期待以上

期待以下
18.1% ５．４％

７６．５％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８１．９％８１．９％

期待以下
16.4% ９．４％

７４．２％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８３．６％８３．６％

期待以下
17.5% ３．９％

７８．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８２．５％８２．５％

期待以下
14.9% １２．８％

７２．３％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８５．１％８５．１％

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

75.7%

68.8%

92.9%

52.4%

期待以上
期待通り

８６．８％８６．８％

SOUZAI /  DELICA JAPAN

出展者アンケート集計結果

情報交換や PR効果だけでなく、「新規顧客獲得の場」として最も高い期待がかけられている。
次回出展に前向きな出展者も多く、さらなる出展規模拡大が見込まれる。
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来場者情報一覧（抜粋）

食品メーカー
品質管理

社　名 部　署
味の素 品質保証部
味の素ベーカリー 品質保証部
味の素冷凍食品 品質保証部
石井食品 品質保障部
井筒まい泉 グループ経営推進本部　品質管理グループ
伊藤忠製糖 品質検査室
イトウ製菓 品質保証部
伊藤ハム米久ホールディングス 生産本部　品質管理部　品質管理１課
いなば食品 品質管理部
ANAケータリングサービス 衛生推進部兼調達部
江崎グリコ グループ品質保証部
ＳＴＩサンヨー 品質保証課
エバラ食品工業 品質保証部　品質保証課
大塚食品 品質保証部（東京本部駐在）
カゴメ 品質保証部
かどや製油 品質保証部
亀田製菓 品質保証部
キーコーヒー 品質保証部
紀文食品 商品衛生管理室
キユーピー 品質保証本部　品質保証部
グリコマニュファクチャリングジャパン 東京工場　品質保証課
グローバルフーズ 品質管理
ケンコーマヨネーズ 品質保証本部
コープデリ生活協同組合連合会 品質管理部
コックフーズ 品質保証部
コメダ 品質管理部
コモ 品質保証部　品質保証課
サンダイヤ 品質保証部
サンデリカ 食品衛生管理センター
JA全農ミートフーズ 法務・コンプライアンス本部品質保証室
ジェイ・ワークス 品質管理部
敷島製パン 品質保証部
資生堂 品質保証部
信田缶詰 品質管理部
シマダヤ 品質保証統括部
スカーフード工業 品質管理室
スターゼン 品質保証本部
スターゼンミートプロセッサー 青森工場三沢ポークセンター　品質管理課
全農チキンフーズ 品質保証室
ゼンミ食品 品質保証部
総合食品エスイー 瑞穂食彩工房　品質管理
大一製菓 品質管理部
大東食研 品質保証部
太平洋製糖 品質保証部
大冷 品質保証室
高岡屋 品質管理部
高砂香料工業 品質保証部
タカハシフーズ 品質管理室
宝酒造 松戸工場生産技術部品質管理課
月島食品工業 品質保証部
テーブルマーク 品質保証部
デリカフーズ 品質管理室
東京食肉市場 品質管理室
東京デーリー 品質管理室
東洋冷蔵 品質管理部
トオカツフーズ 千葉柏工場　品質保証部
トーニチ 品質保証課

ドール 加工食品本部マーケティング
部品質保証チーム

ドトールコーヒー 関西工場　品質管理課
富岡食品 品質管理室
永谷園フーズ 茨城工場品質管理グループ
中村屋 品質保証室
なとり 生産本部生産品質管理部
なとりデリカ 製造部品質管理課
ナニワ 品質保証部
ニチレイ 品質保証部
ニチレイフーズ 品質保証部

日清シスコ 品質保証部
日新製糖 品質保証部
日清製粉グループ本社 品質保証部
ニッセーデリカ 品質管理部
日東コーン・アルム 品質管理課
日本クッカリー 八千代工場品質管理部
日本水産 品質保証部
日本ハム 品質保証部
日本ハム北海道ファクトリー 青森生ハム工場　品質保証課
日本エアポートデリカ 品質保証部
日本デリカフレッシュ 品質管理部
にんべん 品質保証部
ノースイ 品質保証部
ハーゲンダッツジャパン 品質保証推進部
ハウス食品グループ本社 品質保証統括部
ひまわり食品 衛生管理室
ファミール製菓 品質管理部
フジデリカ・クオリティ 品質管理・システム部
フジパングループ本社 食品衛生部
不二家 食品衛生管理部
プライフーズ 品質保証部
プライムデリカ 品質保証部
フレッシュ・フード・サービス 品質保証部
ホームデリカ 品質管理室
前島食品 品質保証部
町田食品 品質管理室
マックス食品工業 品質管理室
マツザワ 品質保証室
マリンフーズ 環境品質保証部品質保証二課
マルハチ 管理部品質管理課
丸八製菓 営業部品質管理室
マルハニチロ 品質保証部
丸美屋食品工業 品質管理部
Mizkan Partners 品質環境部品質保証課
武蔵野ホールディングス 品質保証部
明治 品質審査部
モランボン 生産・物流本部 品質検査室 品質検査課
ヤマキ 安全品質環境部
山崎製パン 食品品質管理部
雪印メグミルク 品質保証部
よつ葉乳業 品質保証室
わらべや日洋食品 品質管理部
わらべや日洋ホールディングス 品質保証部

生産・工務・技術
社　名 部　署

アイリスオーヤマ 食品製造本部　生産技術課
アキタフーズ 生産管理部
味の素 川崎工場工務部
あづまフーズ 生産事業本部
伊藤ハム米久ホールディングス 生産企画部
エヌピーエフジャパン 技術部兼名古屋工場
大多摩ハム小林商会 生産課
カゴメ 生産技術部
カネカサンスパイス 茨城工場　製造一課
亀田製菓 生産企画部
キーコーヒー ＳＣＭ本部　関東工場
キッコーマン食品 生産管理部
キユーピー 生産本部生産技術部
極洋水産 生産管理課
キンレイ 生産本部
グリーンデリカ 生産部　生産技術グループ
グリコマニュファクチャリングジャパン 生産技術課　チルド仕上げ係
グルメデリカ 生産本部
ケンコーマヨネーズ 生産技術課
小岩井乳業 生産部
コープフーズ 生産部
こと京野菜 生産部
サラダクラブ 生産本部生産技術部
三州エッグ 加工卵生産技術部
サントリーウエルネス 生産部
サントリープロダクツ 宇治川工場製造部門（包装）
さんれい製造 製造部　安来工場

GFF 生産技術部
J-オイルミルズ 生産戦略部 工業技術グループ
ニップン 千葉工場
シマダヤ関東 生産管理部
生活協同組合コープさっぽろ コープフーズ石狩工場
全国農協食品 食品事業本部　関東工場
大東カカオ 中井工場生産技術部
高橋ソース 生産本部
宝酒造 松戸工場　生産管理部
タマムラデリカ 生産管理部
ゼンショウホールディング　
TRファクトリー 生産技術部

デリア食品 生産本部 生産技術部
デリカシェフ 生産本部
デリカフーズ 生産管理設備管理室
デリモ 生産部
東海漬物 生産技術開発課
トオカツフーズ 生産管理部　改善推進グループ
虎昭産業 生産本部
中沢乳業 生産部
永谷園フーズ 茨城工場
中村屋 生産部
なとり 生産本部生産品質管理部
ニチレイフーズ 船橋第三工場　製造G
日清シスコ 生産本部
日清製粉グループ本社 生産技術研究所
日東富士製粉 生産技術部
ニップン 生産・技術本部
日本ルナ 生産本部
日本ピュアフード 生産本部
ピースデリ 生産部鮮魚課
備後漬物 生産部
福島鰹　 工場部
フジデリカ 生産部
フジフーズ 生産技術部
フレッシュダイナー 船橋工場　本社　工務部
プレナスフーズ 生産統括本部
プレミアムウォーター富士 生産技術課
ベジテック 生産本部製造部
ホームデリカ 生産管理部施設管理課
ホソヤコーポレーション 生産技術室
松屋製粉 生産部
マリンフーズ 生産本部　生産管理部
マルコメ 生味噌第二工場課
ミツハシ 港北工場
明治 生産物流プロセス戦略本部物流部
メイホク食品 生産管理部生産管理一課
メリーチョコレートカムパニー 生産本部　大森工場
モランボン 生産本部
森永製菓 生産技術開発部
森永乳業 生産本部エンジニアリング部
モロゾフ 船橋工場技術課
山田食品産業 生産部
ヤマモリ 生産本部　松阪工場　製造部
山芳製菓 関西工場
ヤヨイサンフーズ 生産本部　生産統轄部　生産技術課
雪印ビーンスターク 群馬工場　工務課
雪印メグミルク 生産技術部
米久 夢工場
ライフフーズ 生産管理部
ローズコーポレーション 生産本部
ロック・フィールド 玉川ファクトリー設備管理G生産技術
ロピア 夜勤生産ライン

物流
社　名 部　署

アサヒビール 流通部
味の素 物流企画部
ADEKA 購買・物流部
エア・ウォーターアグリ＆
フーズ DD900プロジェクト

大森屋 広域流通部
カゴメ 東京本社SCM本部物流企画部

※業種分類は来場登録時の情報に準じる
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キッコーマン食品 物流部物流企画課
キユーピー ロジスティクス本部　戦略企画部
クックデリ 物流部
サッポログループ物流 ロジソリューション部
サントリーホールディングス 物流部
サン・ブリッジ 流通加工課
CJ FOODS JAPAN SCM部
J-オイルミルズ ロジスティクス部
敷島製パン ロジスティクス部
シマダヤ 生産物流本部物流企画部
スエオカ・ハーベスト 関東流通センター
東京ヤクルト販売 流通マーケット事業部
永谷園 SCM本部需給管理部物流グループ
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 物流統括部物流課
日清食品 物流企画
ニップン 流通業務部
日水水産 流通推進課

ハウス食品 生産・SCM本部　SCM部
ロジスティクス課

フジッコ SCM部関東ロジスティクスセンター
ブルボン 業務推進管理部　物流管理課
ベースフード SCM
星野リゾートホールディングス SCMユニット
三井製糖 東部物流課
Mizkan　Holdings 新規事業開発　SCMグループ
明治 生産物流プロセス戦略本部流通部

モランボン 生産・物流本部 品質検査室 品
質検査課

山崎製パン 広域流通営業第一部
UCC上島珈琲 流通企業営業三部
雪印メグミルク 広域ロジスティクスセンター
ヨックモックホールディングス SCM部
理研ビタミン ロジスティクス部物流企画チーム
ロッテ SCM本部SCM戦略部SCM企画課

惣菜・弁当
社　名 部　署

アイフーズ 製造部
アイワイフーズ 品質管理室
あおもりコープフーズ 本部
 旭物産 品質管理部
アサヒブロイラー 商品部商品開発課
イオンフードサプライ 技能開発
イクタツ 米飯製造部
一番 管理部
一富士製麺所 施設部
井筒まい泉 グループ経営推進本部　品質管理グループ
イトーヨーカ堂 セントラルキッチン日高
梅の花 外販部
エコス 品質管理
オーシャンシステム ランチサービス事業部　
大津屋 POUT事業部
大森屋 広域流通部
小倉屋山本 研究開発室
オリジン東秀 商品担当
海星ムサシ 惣菜部
カト信 製造

カネカ 食の技術センター　商品開発グループ
アプリケーションチーム

カネ美食品 外販品質管理室
グリーンデリカ 生産部　生産技術グループ
グルメデリカ CVS開発部　チルド商品開発課
コープフーズ　 石狩工場　惣菜ライン
コスミックSY 工場管理課
斉藤クリエート食品 栄養管理部
サラダクラブ 生産本部生産技術部
三協デリカ 製造部
三協デリカ エンジニアリング部
サンデリカ 施設部
サンフードジャパン 製造部
サンポー食品 事業本部
ジェイアール東海パッセンジャーズ 品質管理室
JR東日本クロスステーション 製造チーム

シノブフーズ 管理本部　設備担当

スイコウアセット セントラルキッチンクローバー
ダイニング

SUZUKAFARM 弁当部
西友 惣菜部
千賀屋 営業本部
爽健亭 表示管理部
タカハシフーズ 品質管理室
玉子屋 製造部
タマムラデリカ 生産管理部
ティ・ケイエビス 食品事業部
デイリーはやしや 事業支援部
デリア食品 生産本部 生産技術部
デリカシェフ 生産技術部
デリカフーズ 製造部
堂本食品 営業部商品部マーケティング課
トオカツフーズ 生産管理部　改善推進グループ
戸田フーズ 商品開発本部
富岡食品 品質管理室
虎昭産業 開発・品証本部
なだ万 食品事業推進部
なとりデリカ 製造部品質管理課
ナリコマエンタープライズ 戦略企画室
西原屋 供食弁当事業部
日清製粉グループ本社 基礎研究所　チルド・冷凍研究室
日清製粉デリカフロンティア 研究開発部
ニッセーデリカ 設備管理課
日本クッカリー 工務課
日本エアポートデリカ 品質保証部
日本デリカフレッシュ 品質管理部
日本ばし大増 安全管理部
日本フードリンク クックチル事業部
人形町今半フーズプラント ケータリングサービス部
野村佃煮 開発部
ヒガシヤデリカ 東松山工場　品質管理部
ビッグエッグジャパン 炊飯洗浄部
ひまわり食品 衛生管理室
広島駅弁当 ウェルネス商品戦略部
備後漬物 関東工場建設推進部
ファーストフーズ 技術本部　施設部
フードワークス 食品安全管理チーム
フジッコNEWデリカ 東京事業部
フジデリカ・クオリティ 開発・生産本部　デリカセンター
フジフーズ プロダクト戦略室
プライムデリカ 品質管理室
プリムイソベン 営業開発・品質管理部
フレッシュダイナー 船橋工場　本社　工務部
ベジテック 生産本部製造部
ホームデリカ 生産管理部施設管理課
ホソヤコーポレーション 生産技術室
まつおか 商品本部　豊山工場
マックス食品工業 品質管理室
マルショウ 品質管理
ミツハシ 炊飯事業本部炊飯加工部
みんみん 川田工場
武蔵野フーズ 惣菜・健康宅配部開発課
ヤマダイフーズ 営業部
横倉商店 製造開発部
横浜倉庫 営業部
利久 外商本部デリカ部
ローズコーポレーション 生産本部
ロック・フィールド 生産本部　玉川ファクトリー
若廣 品質保証室
わらべや日洋ホールディングス 役員
わらべや日洋インターナショナル 海外事業部
わらべや日洋食品 首都圏第三QC課

フードサービス
社　名 部　署

アール・ティー・コーポレーション 経営戦略本部　ブランド開発部
赤門 経営統括部　商品セクション
Albero di Tanicha タニーチャ
梅の花 物流部

ＨＲＴニューオータニ ニューオータニイン東京
ニューオータニイン横浜プレミアム

エームサービス グループHSS

王将フードサービス 営業サポート課

オリックス・ホテルマネジメント 運営管理部運営管理課
Olympic ファストフード
喜作園 直販営業部
QSRホールディングス システム開発室
銀座アスター食品 営業管理グループ
クリアックス 業務推進部
クリエイトダイニング 営業2部
ぐるなび イノベーション事業部
サイゼリヤ 生産物流本部
さくらフードサービス 本社
サッポロライオン
ジェイアール東海ホテルズ 企画部経営企画Ｇ
シップヘルスケアフード 運営管理部
ジョイフル 新規事業開発部
スイコウアセット 事業本部
西武造園 安全部
タイソンズアンドカンパニー 購買チーム
CHOKA'S 事業開発部
東和データサービス 情報システムチーム
ドトールコーヒー 運営推進部
鳥貴族ホールディングス 経営企画室
ニッコクトラスト 営業支援事業部
日本ゼネラルフード 経営企画部
日本ゼネラルフード 食品流通事業部
日本マクドナルド FSQS部
プロントコーポレーション 事業推進本部
豊食 運営本部
星野リゾートホールディングス グループ料飲事業グループ
ホンダ開発 ケータリングサービス部
マッシュホールディングス　 総務部
マルズグループ 本部
万葉倶楽部 業務推進本部
メフォス 業務部
モノポール 飲食部
ヤマト 外食事業部
やまねメディカル 給食運営グループ
吉野家ホールディングス 統括管理
レインズインターナショナル 営業推進本部
レクトン 営業本部
レパスト 役員室
和幸商事 商品部
アールディーシー 衛生管理部
ANAインターコンチネン
タルホテル東京 食品安全衛生

オリエンタルランド 食の安全監理室
QSRホールディングス 食品安全保証課
キリンシティ 経営企画部品質保証室
クレア 衛生管理課
京王プラザホテル 総務部食品衛生
ゴンチャジャパン 品質管理チーム
スープストックトーキョー 商品部　品質管理グループ
スターバックスコーヒージャパン 品質保証部
西武造園 安全部
西武・プリンスホテルズワー
ルドワイド 品質管理部

ゼネラル・オイスター 品質管理室
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
ゼンショーホールディングス 中央分析センター

ゼンショーホールディングス グローバル事業推進本部品質
生産管理室

ダイナックホールディングス 購買・品質保証本部
東急ホテルズ 運営統括本部運営グループ
トランジットジェネラルオフィス 商品部衛生管理室
トリドールホールディングス 食品安全管理本部食品安全企画課
日本ケンタッキー・フライド・チキン 品質保証部
日本マクドナルド 食品安全・品質システム部
日本マクドナルド レストランソリューション本部
はま寿司 食品安全保証室
フードワークス 食品安全管理
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富士急行 安全統括室
三笠会館 営業本部　品質向上部

ユー・エス・ジェイ レベニューオペレーション部
フードクオリティコントロール

吉野家ホールディングス 品質保証室
イメージネットワーク 食品製造管理部
オリエンタルランド フード施設グループ
グリーンハウスフーズ 店舗開発部
サイゼリヤ 生産技術部製品設計課
サング 調理部
サンライズサービス 修繕部
ジーエスエフ 開発部
シーエスカンパニー 食品部
ゼンショーホールディングス 生産管理部
ゼンショーホールディングス AI推進室
ソシオフードサービス 企画開発
タイソンズアンドカンパニー 事業企画室　メンテナンス部
だれやめ処　せいじ坊 調理
銚子丸 店舗企画
ちよだ鮨 商品本部つくば工場
NECライベックス フードサービス事業部
パークハイアット東京 施設管理部
浜木綿 調理開発部
ビーエフティー カフェ部門
ピーユーシー 開発
モスフードサービス 店舗システム部
ワタミ 仕入本部　

食品流通
卸・商社

社　名 部　署
旭食品 ロジスティックス本部物流企画部
旭水産 総務部
一神商事 商品開発部
伊藤忠食品 品質保証部
梅屋 業務部
エスアイシステム 商品事業本部チルド事業部チルドMD課
SN食品研究所
オーリツジャパン
OKAN オフィスデリバリーチーム
折兼ホールディングス 衛生管理グループ
カネカ食品 営業第三統括部
関東砂糖 貿易営業部
共栄
久世 経営戦略推進室
久世 品質管理部
ケイ・シー商会
国分関信越 物流・システム部

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 物流統括部
国分首都圏 物流運営課
国分首都圏 物流・システム部
国分東北 物流・システム部
国分西日本 物流・システム部
サンライズ 仕入部
ジーエフシー 東京営業部東京品質管理グループ
ジェイ・エイ・エス 特販部
JA全農たまご 品質保証部　東日本品質管理課
日本アクセス 業務用物流部
静岡産業社 包材事業部
スズヒロシーフーズ 東京事務所　営業2課
スターゼン 品質保証本部品質保証部
セキシステムサプライ 企画デザイン室
泉州屋
全日本食品 品質管理
ＪＡ全農たまご 鶏卵課（資材）
全農チキンフーズ 営業統括部食材加工品課
タカチホ 経営企画部
タカナシデーリィ
タカナシ販売 営業企画推進部
田辺商事
中央魚類 品質保証室

中部流通 資材部
長印船橋青果 市川支社　管理部
寺本製菓材料 営業部
東海澱粉 営業一部
東京食肉市場 品質管理室
東果大阪 営業本部
トーホービジネスサービス カスタマーサービス推進部
Dole 品質保証部
トップ食品 品質保証室
トモシアホールディングス　経営企画本部
ニチモウ 機械中央営業部
日清商事 商品部
日本アクセス 業務用物流部業務用物流企画課
日本コムサ 営業本部営業企画部
日本ミート販売 事業部
日本生活協同組合連合会 商品検査センター
ハーマンズ 商品部
ハーモニック 東京支店
ファームシップ
フーズサポート
フーディーネット テレビ・ネットチーム
フーディソン 魚ポチ事業部
フードリンク 品質保証部
福島食品 管理部
藤岡食品
フジサニーフーズ ＣＢ戦略推進部門　品質保証課
プラタ
プレコエムユニット 特販部
フレッシュロースター珈琲問屋 経営
マイベジタブル 営業部
升喜 事業企画室
マスターカットラリー
マック
まつの 品質保証室
マツバヤ 経営
まつや
丸井スズキ 商品部品質管理課
マルクリ青果　 管理部
丸水長野県水 コンプライアンス推進室
丸大フードサプライ 業務部
三井食品 オペレーション東本部
三井食品 システム本部
三井食品 物流本部　物流統括部　物流推進室
三菱食品 商品統括
三菱食品 SCM統括オフィス
三菱食品 SCM統括　物流DX推進オフィス
三菱食品 物流オペレーション本部
三和流通産業 物流本部

明治フレッシュネットワーク 本社リテール営業本部マーケ
ティング推進部商品2G

モウイジャパン 品質保証
山権青果 営業部
大和 本部
大和商事 営業部兼業務部
山本忠信商店 東京営業所
横浜丸中ホールディングス 営業支援室
横浜冷凍 食品品質管理室
ヨシケイ開発 品質管理室
ワタリ青果 総務課
ワンダーチルディア 品質保証・生産技術ユニット

物流・倉庫
社　名 部　署

愛知海運 東京支店
秋元運輸倉庫 営業企画部
イオントップバリュ SCM部
宇徳 物流営業部
エニキャリ 営業部
F-LINE DXソリューション部
MK TRADING 国際物流事業部
片岡運送 管理本部
ギオン 営業企画部
岐阜プラスチック工業 産業資材事業部
紀文フレッシュシステム 物流企画開発部
キユーソー流通システム 広域営業本部　グループ営業部

クオンタムリープ・フードイ
ノベーション 事業開発

京葉流通倉庫 3PL推進室
甲陸ロジスティクス
サヴィーノデルベーネジャパン
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
さとふる 物流事業推進室
サン インテルネット
サンエー物流 三鷹第2センター
三甲リース 関東ブロック１課
ジャスフォワーディングジャパン
商船三井 フェリー・関連事業部
SHINKOロジ 総合企画本部
鈴与カーゴネット 営業本部
セイノーホールディングス コールドチェーン推進プロジェクト
ダイセーエブリー二十四 企画営業部
大東港運 営業推進室
中越通運 新潟ブロック
月島倉庫 国際物流事業部
DNPロジスティクス 輸送本部
東部運送 東京営業所
東北丸和ロジスティクス 営業部
トールエクスプレスジャパン
ドトールコーヒー 商品部　商品課　店舗物流チーム
苫小牧埠頭 港運事業部　石狩支店
トランコム 営業推進グループ
NAXJAPAN 平和島センター業務グループ
成田運輸 事業開発
西日本鉄道 グループ戦略推進担当
日建リース工業 物流事業本部　農産部
日新 食品物流営業部
日本カルミック 物流部
日本通運 本社事業所
日本物流センター 事業管理室
日本紙運輸倉庫 営業部
日本石油輸送 コンテナ部
日本物流開発 首都圏営業本部
ネットワーク・アライアンス
ハウス物流サービス
阪急阪神エクスプレス 輸入ロジ営業部
東日本合通 埼玉事業所
日立物流 ＰＭ推進本部事業サポート部
ファイネット 営業推進部
フクダアンドパートナーズ
フジトランスコーポレーション 第二営業部
フレスタHD グループサプライチェーン本部
フレッシュデリカネットワーク
丸運 新座流通センター
丸全昭和運輸 東京海運支店　営業課
丸和運輸機関 3PL食品物流統括本部
三菱商事ロジスティクス オペレーション統括部
三菱倉庫 横浜支店倉庫事業第一課
ヤマト運輸 グローバル法人営業部
ヤマトグループ総合研究所
ユーピーアール 物流事業部
横浜冷凍 横浜通関部　兼　九州通関部
芳雄製氷冷蔵
ロジスティクス・ネットワーク ＳＣＭ推進部

学校給食関連
社　名 部　署

あきる野市 学校給食課秋川学校給食センター係
厚木市北部学校給食センター
我孫子市 教育委員会学校教育課
茨城県
入間市立学校給食センター 教育部学校給食課
浦安市 学校給食センター
江戸川区
青梅市 学校給食センター
大田区 教育委員会学務課保健給食係
岡崎市 教育委員会事務局教育政策課
岡山県倉敷市 教育委員会倉敷中央学校給食共同調理場
小山町役場
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葛西第二中学校
柏市教育委員会 学校教育部　学校保健課
学校給食研究改善協会
葛飾区 教育委員会事務局学務課

川根本町 教育委員会教育総務課学校
給食共同調理場

北区立赤羽台保育園 調理
京田辺市 教育部学校給食課
京都医療少年院 庶務課　用度係
倉敷市 教育委員会学校教育部
群馬県立しろがね学園 総務給食係
高知県
神戸市 教育委員会事務局健康教育課
小平市 学校給食センター
埼玉県小川町 学校給食センター
埼玉県三郷市 学校教育部学務課学校給食室
さいたま市
さいたま市立美園南中学校
境町学校給食センター
栄町学校給食センター
ＪＡあいち経済連 米穀部　炊飯加工センター
四季の森小学校
静岡県袋井市 教育委員会おいしい給食課
静岡市 教育委員会事務局教育局学校給食課
品川区 教育委員会事務局学務課保健給食係
品川区 保育課栄養指導係
渋谷区 教育委員会事務局学務課学校事業係
社会福祉法人悠晴 両国・なかよし保育園
周南市 教育委員会学校給食課
紫波町 紫波町学校給食センター
紫波町 教育部学務課
杉並区 教育委員会事務局学務課保健給食係
墨田区 教育委員会事務局 学務課
世田谷区 学校給食太子堂調理場
世田谷区 教育委員会学校健康推進課学校給食係
台東区立浅草小学校
千葉県富里特別支援学校 給食
中央区明正小学校
中央区 教育委員会学務課保健給食係
長生村 教育委員会子ども教育課
千代田区 生活衛生課
戸板女子短期大学 食物栄養科
東京都学校給食会 業務課衛生担当
東京都教育庁 都立学校教育部学校健康推進課
東京都中央区 教育委員会事務局学務課保健給食係
東京都立東久留米特別支援学校
東京都立墨東特別支援学校 経営企画室
都市農山漁村交流活性化機構 業務第2部
豊島区 教育部　学務課
栃木市 教育委員会事務局保健給食課
富岡町役場
豊洲北小学校
名古屋学芸大学 管理栄養学部
成田市 学校給食センター
西東京市 教育部学務課
如意輪幼稚園 給食室
練馬区 教育振興部保健給食課学校給食係
練馬区立石神井小学校 給食室
八丈町役場
日立市 北部学校給食共同調理場
ひたちなか市 教育委員会保健給食課
平塚市 教育委員会学校給食課
藤岡市学校給食センター
府中市 教育部学務保健課学校給食センター
船橋市　 教育委員会
文京区 保健衛生部生活衛生課
米国陸軍 国際技術センター
防衛省 陸上自衛隊
松戸市 子ども部保育課管理係
三郷市　 学務課学校給食室岩野木学校給食センター
三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校
港区 学校教育部学務課保健給食係
武蔵野市給食食育振興財団 業務係
村山特別支援学校
目黒区 教育委員会事務局学校運営課

目黒区立向原小学校
八潮市 学校教育部　学務課
大和市立林間小学校

産業給食関連
社　名 部　署

アイフーズ 献立部
アルス 商品本部　商品開発課
イーズニック 衛生食品課
イートランド 事業部
一冨士フードサービス 営業部
エーステイスト 本社

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

江戸一 商品部
エム･ ティー ･フード 衛生管理部
オーシャンシステム コントラクトフードサービス事業部
ONODERA フードサービス 商品管理本部
メフォス 東京事業部
キングラン 経営戦略本部　戦略営業課
グリーンハウス グループ開発本部 開発設計部
グリーンヘルスケアサービス 全国 HC 開発部
コンパスグループ・ジャパン 営業開発企画部
さくらフードサービス 本社
ジーエスエフ 開発部
シダックス 設計チーム
シダックスコントラクト
フードサービス 事業サポート部

シップヘルスケアフード 運営管理部
ジャパンフード 運営部
千秀グローバル 営業部
セントラルフーズ 経営企画室
ソシオークホールディングス 購買部
ソシオフードサービス 企画開発部
SOMPO ケアフーズ 栄養管理部
大和ライフネクスト 厚生施設管理課
中央フードサービス 営業戦略部
東京ケータリング 経営企画部
トウショク 食品衛生/安全管理グループ
東洋食品 PFI 事業部
東洋食品 学校給食事業部
ニチダン 開発課
ニッコクトラスト 調理企画部
日清医療食品 衛生管理室
日本国民食 営業開発事業部
日本ゼネラルフード 経営企画部
日本フードリンク 総務部
NEC ライベックス フードサービス事業部
ノンピ 社内カフェテリア事業部
ハーベストネクスト 学校給食部
HITOWA フードサービス 食販事業推進部
フジ産業 事業推進部
富士産業 営業課
ベイフードサービス 企画開発部
豊食 運営本部
ホンダ開発 ケータリングサービス部
ミールケア 給食事業推進本部

三菱電機ライフサービス フードサービス事業部
品質標準化推進室

名阪食品　 関東事業部
メーキュー メディカル給食事業部
メフォス ヘルスケア営業推進室
八重洲ライフ フードサービス事業部運営部
やまねメディカル 給食運営グループ
ユアキッチンサービス 第一物流管理部
LEOC HC 運営企画本部
レクトン 衛生栄養部
レパスト 品質管理部　衛生管理室
わくわく広場 栄養士部

公的機関・他
社　名 部　署

愛知県 東京事務所

愛知県企業庁 企業立地部企業誘致課
秋田県東京事務所
有田市役所
石川県立大学 生物資源環境学部　食品科学科
茨城県庁 保健医療部
江戸川区 生活衛生課
愛媛県東京事務所 立地移住促進課
岡山県東京事務所 営業課
外国人食品産業技能評価機構 技能実習部

海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所東京事務所（SIP
スマート物流サービス研究推進法人）

かがわ産業支援財団 企業振興部　企業支援課
神奈川県農業技術センター 三浦半島地区事務所
川崎港振興協会 ポートセールス推進課
川崎市産業振興財団 中小企業サポートセンター
関東農政局 東京都拠点
北九州市役所 東京事務所 首都圏企業立地支援センター
京田辺市役所 経済環境部産業振興課
京都医療少年院 庶務課　用度係
くまもと産業支援財団 ビジネスマッチング推進室
群馬県立しろがね学園 総務給食係
気仙沼市 産業部産業戦略課
厚生労働省東京検疫所 検査課
高知県 中央西福祉保健所
神戸市役所 医療新産業本部企業立地課
港湾空港技術研究所 東京事務所
国土交通省 物流政策課
埼玉県消費生活支援センター 商品安全担当
さいたま市 保健所食品衛生課
さいたま市保健所 食品衛生課
相模原市 企業誘致推進課
産業技術総合研究所 情報・人間工学領域
JAあいち経済連 米穀部　炊飯加工センター
JA熊本経済連 東京事務所
静岡県 東京事務所
品川区役所 保育課
食品等流通合理化促進機構
紫波町 企画課公民連携係
新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研究センター
墨田区役所 学務課
世田谷保健所 生活保健課食品衛生企画
世田谷区役所 保育部保育課保育育成支援
全国製麺協同組合連合会
仙台市産業振興事業団 経営支援部
JA全農 酪農部総合課 品質・表示管理室
チーズプロフェッショナル協会
千代田区役所 生活衛生課
千代田保健所 保健福祉部
電源地域振興センター 地域振興部
戸板女子短期大学 食物栄養科
東京検疫所 食品監視課
東京都産業労働局 商工部経営支援課
東京都中央区保健所 生活衛生課
東京都中小企業振興公社 事業戦略部 販路・海外展開支援課
東京都立大学
都市農山漁村交流活性化機構 総務部
栃木県食品衛生協会
栃木県東京事務所 栃木県企業誘致・県産品販売推進本部
栃木県芳賀農業振興事務所 企画振興部企画振興課
富岡町役場 企画課
都立城東職業能力開発センター 人材育成課
内閣府
長崎県庁 農林部農産加工流通課
長野県飯山市役所 経済部商工観光課東京事務所
長野県産業振興機構 マーケティング支援部
名古屋学芸大学 管理栄養学部
栃木県那須郡市医師会 事務局
新潟県畜産協会 業務課
日建設計総合研究所 環境部門
日本外食品流通協会
日本下水道事業団 事業統括部計画課
日本スーパーマーケット協会
日本精米工業会 技術部
日本適合性認定協会 技術部
日本特産農産物協会
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日本乳業協会 生産技術部
日本べんとう振興協会
日本包装技術協会 会員サポート部
日本ロジスティクスシステム協会 JILS総合研究所
新エネルギー産業技術総合開発機構 省エネルギー部
農畜産業振興機構 調査情報部
農林水産省 関東農政局　経営・事業支援部　食品企業課
函館地域産業振興財団 研究開発部
八丈町役場 福祉健康課
福島市役所 企業立地課
富津市役所 学校教育課給食係
文京区 保健衛生部生活衛生課
米国陸軍 国際技術センター

US　ARMY インターナショナルテクノロ
ジーセンター

防衛省 陸上自衛隊
ホクレン農業協同組合連合会 畜産生産部　飼料推進課
北海道大学 東京オフィス
北海道立工業技術センター 研究開発部
北海道立総合研究機構 工業試験場
松戸市役所 子ども部保育課管理係
八街市議会 文教福祉常任委員会
横浜市松風学園 管理係
横浜市中福祉保健センター 生活衛生課食品衛生係
横浜市役所 中区生活衛生課
ラテンアメリカ協会　AJALAC

小売・流通
社　名 部　署

アスクル 品質マネジメント本部
アマゾンジャパン 製品信頼部
イオン
イオン東北 商品本部
イオンリテール 商品戦略部
イデア 東京本部
イトーヨーカ堂 デリカ部
イトーヨーカ堂 食品事業部
ウオロク 総務部
ウオロクホールディングス 商品部　生鮮課
ANA FESTA オペレーションサポート部
エッセンティア
エムアイフードスタイル 外販製造部
エムアイフードスタイル 品質管理部
オークワ 食品製造部
大滝自然農園 企画
OKAN QC チーム
小田急商事 ストア物流部
海星ムサシ 惣菜部 兼 開発本部
角上魚類ホールディングス 企画管理部　衛生管理課
カスミ 店舗開発部
カスミ 営繕管理
岸田茶屋 本部
紀ノ国屋 商品部
クックパッド 買物ビジネスオペレーション推進部
GoPower 営業
コープさっぽろ デリカ部
コープデリフーズ デリカ部
彩裕フーズ 商品開発室
サニーヘルス 商品開発部
サミット 総務部品質管理室
三和 品質管理部
ＪＥＪアステージ S&D 本部
J. フロントリテイリング 経営戦略統括部　関連事業部
シェフカワカミ 本社
SHIBUYA109 エンタテイメント ソリューション戦略
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
日本スーパーマーケット協会 企画・渉外部
京阪ザ・ストア 営業本部
駿河屋魚一 戦略企画室
成城石井 品質管理室
西武商事
セイミヤ

西友 惣菜部 生産開発 生産サポート担当 
CK 設備・保全担当

西友 惣菜部 工場品質管理グループ
西友 不動産開発本部 建設部 CM
西友 リスクコンプライアンス部
セブン - イレブン・ジャパン QC 室

ゼンショーホールディングス 食品安全保証本部食品安全情
報室食品衛生法規課

ゼンショーホールディングス グループ外販事業部外販課
PB チーム

全日本食品 商品本部　品質管理室
創美健 営業部
そごう西武 営業Ⅲ部
ダイエー マーケティング部

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

髙島屋 総務部　品質管理Ｇ
たまや 管理部
たまや 商品部
ツムラ HC 本部　事業企画部
DHC サプリメント部
ティップネス 健康ソリューション事業部
東武ストア 店舗企画部
なかやま牧場 管理本部
ナチュラリープラス 製品相談室
なとりデリカ 商品・店舗企画部
ナリタヤ
日本生活協同組合連合会 通販事業管理部　品管2G
パステムセゾン 海外貿易事業部
パティスリー銀座千疋屋 商品開発部
バローホールディングス 製造小売推進部
阪急クオリティーサポート 東京営業所
Peace Deli 生産管理
ファミリーマート SCM･ 品質管理本部
藤三 センター商品部
PLANT マーケティング部
PLANT 商品本部
PLANT PB 開発本部

フレスタホールディングス グループ品質保証室グループ
品質管理チーム

ベイシア 品質・鮮度管理部
平和堂 ＳＸＰＪ
ベルク 食品管理室
毎日屋 惣菜
まいばすけっと BPR プロジェクトチーム
まつおか デジタルマーケティング部
Muscle　Deli 品質管理
MAHALOH スーパーマーケット
マルエツ 商品本部　商品企画部
丸久 惣菜部
マルトグループホールディングス 衛生指導部
麦の穂 商品本部
ヤオコー 食品安全担当
ユニバース 開発室　建築営繕
ヨークベニマル 商品部
ライフコーポレーション 生産課
ライフコーポレーション 品質保証部
ローソン 品質管理部
ローソン 商品本部　エリア MD 統括部
ロフト 商品本部サプライチェーン推進部

飲料・乳製品
社　名 部　署

会津中央乳業
赤城乳業 技術部
アクアクララ 商品開発本部
赤穗化成 マーケティング部
アサヒ飲料 技術部
アサヒグループホールディングス
アサヒビール パッケージング技術研究所
味の素AGF サステナビリティ推進部
岩泉ホールディングス 営業販売統括本部
牛かうVaca チーズ工房
エカテラ・ジャパン サプライチェーン

オーム乳業 開発部
オハヨー乳業 マーケティング戦略本部
オハヨーバイオテクノロジーズ プロフェッショナルマーケティング課
小美玉ふるさと食品公社 製造
カゴメ 品質保証部
キーコーヒー 品質保証部
君津牛乳
協同乳業 商品開発部
京都グレインシステム 生産部設備課
清里ミルクプラント
キリンディスティラリー エンジニアリング環境安全部
キリンビバレッジ 広域営業部

キリンホールディングス R&D本部　パッケージイノ
ベーション研究所

球磨酪農農業協同組合 製造課
グリコマニュファクチャリン
グジャパン 生産技術課　チルド仕上げ係

クリスチャン・ハンセン・
ジャパン 食品カルチャー&エンザイム

グローバル・チーズ 製造部
小岩井乳業 生産部
titiコーポレーション
合同酒精 営業本部　新商品開発センター
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
腰越レモネード
小島屋乳業製菓 企画開発
小山本家酒造 製造本部
サッポロビール 品質保証部
サントリー 営業推進本部　広域流通営業部
サントリー食品インター
ナショナル Ｒ＆Ｄ部

サントリーホールディングス サプライチェーン本部　原料部
シグマロジスティック 製造部
西武酪農乳業 乳製品製造課
全国酪農業協同組合連合会 酪農部
タカナシデーリィ 営業部
タカナシ販売 広域業務用営業統括部
宝酒造 松戸工場　生産管理部
多田自然農場
ダノンジャパン 購買部
千葉酪農農業協同組合 総務課
東京デーリー マーケティング部
東京ヤクルト販売 流通マーケット事業部
トモヱ乳業 製造部担当
中沢乳業 購買・生産管理室
日本キャンパック ヘルスケア事業部
ハーゲンダッツジャパン 品質保証推進部
ハウスウェルネスフーズ 製品開発部
ビーアンドエス・コーポレーション 八王子研究開発センター
ビタミン乳業 商品開発部
ビルミルク 営業
フジスコ 研究開発部
古谷乳業 商品企画・開発室
プレミアムウォーター富士 生産部　品質管理課
宝幸 製造課
ホウライ 千本松牧場本部　乳業工場
ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ

カスタマーリレーション本部　
コミュニケーション室

ホワイト食品工業
マルサンアイ 営業統括部
三田飲料
南日本酪農協同 東京支店
ミヤトウ野草研究所 製造部
室町ケミカル ヘルスケア事業部
明治
森永乳業 食品開発研究所チーズ研究室
ヤクルト本社 中央研究所　信頼性保証室
ヤスダヨーグルト 製造部
ユーロインターナショナル 品質管理室
雪印ビーンスターク 群馬工場　工務課
雪印メグミルク ミルクサイエンス研究所
よつ葉乳業 品質保証室
リビスコ
リフレカップ 品質保証部
ロイヤルブルーティージャパン 製造出荷管理統括





2022年9月28日（水）‒30日（金）
東京ビッグサイト　東ホール

結果報告書
FOOD 2022展

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
フードセーフーフー 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 JAPAPAP N

TEL：03-3503-7661 FAX：03-3503-7620
E-mail：office@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。

www.food-exhibition.info

2023年9月9月9 20日［水］▶22日［金］
東京ビッグサイト 東ホール

次回開催案内 2022年
12月より
出展募集
開始予定




