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出展者名 小間番号
アースエンジニアリング関西 U-22
アイ・アール・システム K-36
IHI W-32
IHI 回転機械エンジニアリング W-32
IHI 物流産業システム W-32
IHI プラントエンジニアリング W-32
アイエス B-74
アイコクアルファ Z-18
アイタック T-44
IDEC ファクトリーソリューションズ W-45
AIHO U-60
アオスフィールド G-26
青森県 N-27
青森県 商工労働部 産業立地推進課 N-26
青森市 N-27
青森中核工業団地企業立地推進協議会 N-27
アクアシステム G-41
アクシー C-27
AXIS G-30
ACTUNI N-37
旭化成ホームプロダクツ Q-68
旭有機材 D-27
ASCe R-30
アストラ R-48
アスプローバ C-30
アトム J-48
アムールハウス Q-26
アムテック K-63
アメフレック C-31
アラム A-30
アルファクス・フード・システム A-64
アンリツインフィビス M-30
イカリ消毒 D-51
イグス Z-37
池田補聴器 G-46
石井 X-22
イシダ M-39
イシダ厨機 G-57
イトヤ F-72
伊那食品工業 N-54
イナモク R-44
イノベックス F-32
ウェルシィ N-30
運輸新聞 U-26

出展者名 小間番号
A-Safe D-22
AI エンジニアリング J-34
エー・エム・プロダクツ J-50
エージーピー F-71
エースシステム Z-54
エーディエフ A-39
エービーシー商会 P-74
エクシール F-45
エステートレーディング D-20
NEC ファシリティーズ R-37
NEC フィールディング J-71
NPC R-41
FSP M-34
エフ・エム・アイ N-72
エフピコ Z-51
エムテートリマツ N-61
エムラ販売 Z-58
エリジオン F-22
エレクター C-60
オオイ金属 R-74
オークラ輸送機 T-34
大阪府立大学 Z-54
Automagi T-26
大道産業 W-44
おぎそ E-72
オムロン X-26
オムロンフィールドエンジニアリング A-36
オリエント商事 Q-23
折兼 N-39
ガードナー N-57
カウゼル L-72
カシオテクノ A-34
カセン産業 A-62
片岡製作所 N-71
鎌倉製作所 J-22
川重冷熱工業 J-37
環境機器 C-44
カンタムエレクトロニクス T-37
キクロン L-55
北沢産業 N-66
キッコーマンバイオケミファ N-58
紀文フレッシュシステム D-30
木村工機 F-34
キユーソー流通システム X-27

出展者名 小間番号
キユーピー L-54
協栄産業 R-19
KyoDo N-34
キョーワクリーン T-71
極東貿易 F-44
クイジナート S-72
クイック・ロック・ジャパン U-36
クオドラントポリペンコジャパン J-28
グッドマンジャパン T-30
国立 F-49
熊本製粉 L-63
GROUND W-18
倉敷紡績（クラボウ） C-30
ClipLine J-41
クレオ C-39
クローバー A-26
ケイズベルテック X-44
鶏卵肉情報センター F-55
KE・OS マシナリー R-45
KDA K-42
神戸市 Q-39
コーレンス D-36
コニカミノルタジャパン F-39
コマツ製作所 W-42
コムアソート W-22
コムコム T-44
コメットカトウ C-71
札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会 T-23
サムソン U-39
サムテック・イノベーションズ N-55
三協エアテック Q-71
三共空調 F-18
三信化工 C-57
サンステーションシステムズ M-20
サンニック M-26
サン・プラニング・システムズ L-57
三立機器 G-18
サンロード F-23
三和建設 M-27
三和厨理工業 W-74
シーアールイー U-23
シーアンドエス G-48
ジーエス環境システム K-30
CKD U-34

出展者名 小間番号
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス K-41
JFE 環境 Q-22
JFE テクノリサーチ C-36
ジェット A-54
静科 J-26
柴田科学 K-57
シモン N-20
ジュークアンリミテッド D-18
ショーワグローブ F-37
食品産業センター A-46
女子栄養大学出版部 V-71
清栄コンピュータ F-30
シンクピア・ジャパン J-72
シンセメック R-30
新日本厨機 N-68
Starkey Japan G-46
スターライト工業 C-18
住べテクノプラスチック A-68
スリーエースマネジメント K-55
スリーエムジャパン W-48
スリーライン G-61
摂津製油 D-49
ゼニス羽田 N-36
全国学校給食協会 U-74
双立 C-54
染め Q テクノロジィ H-74
SOMPO ケア V-72
第一包装機製作所 W-39
ダイエイハービス K-18
タイガーカワシマ T-46
ダイキアクシス J-30
ダイキンアプライドシステムズ C-37
ダイキン工業 C-37
太幸　 R-27
大幸薬品 J-34
大成ラミック T-51
ダイフク U-27
タイムマシーン A-29
大洋アレスコ J-18
台和 K-64
大和ハウス工業 W-18
タカギ冷機 A-72
高砂 L-71
髙橋金属 D-50
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出展者名 小間番号
高橋ベルト G-24
タカヤ K-23
タケウチ建設 M-23
たけでん Q-26
ダック F-74
田中機工 Z-58
タニコー C-63
タマチュウ K-74
ダンロップホームプロダクツ L-58
チームM3（農林水産省、経済産業省、厚生労働省） T-48
ちきたく G-20
中央設備エンジニアリング Z-34
中部コーポレーション X-42
中部テクノ F-44
津山市 M-22
鶴見製作所 Q-34
ティ・アイ・エス R-34
TNF 工法協会 M-23
ティーエムエルデ D-50
ディールエージェント W-26
帝人フロンティア S-71
データ・テック R-26
テクノクラシー R-36
テストー D-46
テックサス C-22
デナリ K-18
寺岡精工 M-32
テラダ・トレーディング R-54
東京技術研究所 F-20
東京サラヤ W-71
東京パック R-57
東芝デジタルソリューションズ N-18
東洋エンジニア Q-23
東洋化学 Q-55
トビー・テクノロジー C-24
トミー精工 T-42
トランコム ITS R-22
ドリコ D-27
ドリコアクアサーブ D-27
ドリマックス S-58
トルネックス C-46
トワード N-28
直本工業 W-50
中井機械工業 R-51

出展者名 小間番号
中島工業 J-34
中西製作所 C-66
ナンバ J-32
日伝 T-39
ニチバン T-55
ニチワ電機 Z-62
日建リース工業 Q-27
ニッコー R-30
日産化学 K-41
日清エンジニアリング Q-30
日進ゴム J-44
日東 R-18
日東金属工業 J-20
ニップンエンジニアリング Z-39
日本ハム　中央研究所 C-48
日本イトミック D-24
日本エヌ・シー・エイチ F-27
日本エレクトロヒートセンター Q-72
日本加工食品卸協会 W-30
日本規格協会 D-44
日本検査キューエイ D-48
日本 GLP W-27
日本細菌検査 D-49
日本シーム A-19
日本食品衛生協会 A-51
日本スタンダード R-50
日本惣菜協会 T-49
日本調理機 S-66
日本電技 Q-37
日本バイナリー Q-36
日本鳩対策センター T-22
日本パレットレンタル W-20
日本マグネティックス R-39
日本無機 C-37
日本メタルワークス T-45
ハイテック U-51
白洋舍 G-54
Hacobu W-18
橋本ブラシ製作所 G-55
長谷川化学工業 W-72
パナ・ケミカル M-18
原田産業 A-56
ハリマビステム F-44
パンドウイットコーポレーション日本支社 T-36

出展者名 小間番号
ビーエスティー A-21
BML フード・サイエンス K-39
微酸研 S-55
日立造船 M-41
日立プラントサービス W-37
ビッグホワイ K-18
ピュアソン J-46
ヒューテック F-58
飛留間商会 R-42
ファクトリー・クリーンシステム K-54
ファスマック G-49
福井クラフト G-60
福島県 伊達市 A-25
福島工業 Z-66
富士化工 G-27
フジ技研工業 F-44
フジキン F-36
不二 WPC C-20
富士通 U-30
富士通アドバンストエンジニアリング U-30
富士通エフサス G-44
富士通フロンテック U-30
富士電機 Z-32
フジマック J-66
フマキラー C-46
古郡建設 D-18
フロム工業 R-60
フロムシステムダイレクト R-60
プロロジス X-30
ペガサスミシン製造 F-39
ヘラマンタイトン F-41
ホシザキ N-63
北海道 R-30
本田技研工業 T-18
マイクローブテック J-41
マイコック産業 U-41
マイセンファインフード L-61
前田シェルサービス K-20
マスターマインド F-26
松尾機器産業 K-28
マックス R-55
マツダエース W-34
マブチ・エスアンドティー G-39
マルゼン V-54

出展者名 小間番号
丸八 U-46
丸和運輸機関 T-32
丸和通運 T-32
三浦工業 N-60
ミツイワ M-37
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ N-30
三菱ケミカルインフラテック N-30
ミドリ安全 C-49
ミラクール K-26
ミラック光学 C-26
ムラコシ J-23
ムンディファーマ G-58
名三工業 F-57
モレーンコーポレーション L-60
ヤナギヤ U-50
山本ビニター X-20
ユーピーアール G-45
ユニテール K-61
UNIFILLER JAPAN W-39
ユリシーズ C-34
横河ソリューションサービス A-31
ライナロジクス R-22
ラスカム F-48
ラディクス U-48
リポートサービス北海道 R-30
流通システム開発センター Q-20
Luci J-39
レフォルモ W-23
ワークソリューション S-57
若泉漆器 A-70
ワコウ C-55
ワコン G-50
COPAN SPA K-44
張家港博来珂ゴムプラスティック製品 M-44
Delta Pyramax K-58
インソート D-36
Quiet On G-46
WHIRL-PAK® M-36
FLEXTEC OONISHI （CHANGZHOU）
ELECTRONIC TECHNOLOGY Q-18

社名50音順／共同出展含む
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日付 天気 入場者数

9/26（水） 曇のち雨 14,793 

9/27（木） 雨のち曇 15,268 

9/28（金） 晴 16,024 

合計 46,085

■来場者数

Q1 本展に来場したきっかけは？

Q３ 展示会テーマについての要望（一部抜粋）

北海道
0.7%

東北
2.9%

　　北関東 4.0%
　　埼玉　 4.1%
　　神奈川 7.2%
　　千葉　 3.7%
　　東京  54.6%

北陸・甲信越
3.8%

東海
7.5%近畿

5.8%

中国・四国
2.4%

海外
0.8%

九州・沖縄
2.5%

■地域分類

Q2 本展に来場された目的は？（複数回答）

Q４ 来場してみての感想（一部抜粋）

来場者アンケート結果

招待券をもらった

インターネットで見た

上司・同僚・知人などからすすめられた

メールマガジン

雑誌や新聞で広告を見た

0 10 20 30 40 50 60

59.0%

9.4%

18.3%

6.9%

3.0%

　  〈内訳〉
主催者 35.7%
出展者 64.3%

製品・サービスの情報収集のため

業界動向や企業の情報収集のため

製品・サービスの導入検討のため

新規取引先を探すため

併催企画（特別展示・セミナー）に参加するため

次回の出展を検討するため

0 20 40 60 80 100

45.5%

98.6%

69.3%

13.4%

2.3%

12.7%

◆AIによる異物混入防止システム
◆食品向けロボットシステムおよびAGV
◆人手不足を解消できる衛生管理
◆食品の鮮度維持、冷蔵倉庫での加湿
◆今後のHACCP制度化の動向
◆排水から有価物の抽出、再利用
◆食品衛生法の新動向
◆小売に特化した物流～販売
◆スーパーの惣菜バックヤードについて

◆ 1日では全部見られないほど多くの出展があり、
内容が充実していた。

◆ 実演展示が多く、具体的に製品のイメージを持つ
ことができた。

◆ 出展数が多く、様々な分野の展示が見られた。
◆ 各出展者が詳しく説明してくれて助かった。
◆ 実際の調理模様・過程が見られて参考になった。
◆ 新製品を直接目にする事ができた。
◆ 専門家によるセミナーをいくつも聞けて満足。
◆ セミナーの種類が豊富で、広い情報を得られた。
◆ フードという幅広い業界を包括的に概観できた。

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掲載。
他、WEB ニュースサイトでのバナーや特集記事の掲載を行い、来場
ターゲット層へ向けて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WEBサイト上では、主に出展者情報や併催行事情報等を発信。事
前の来場登録やセミナー聴講登録も受け付け、閲覧者の来場意欲を喚
起した。

■公式WEBサイト

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
情報をはじめ、来場対象者へ向けて随時、新しい情報を届けた。

■メールマガジン配信

招待券を来場対象となる企業・団体・関係者へ向け、一斉発送した。ま
た、主催団体や後援・協賛団体等を通じて、キーマンへの配付にも協
力いただいた。

■招待券

テレビ局をはじめ各業界専門誌等のプレス関係者へ向けて、プレスリ
リースを会期前に発信。会期当日の取材を働きかけた。

■パブリシティ

Q5 ご来場の目的は達成できましたか? Q6 会場で出展者と商談されましたか？（複数回答）

達成できなかった
14.6%

８５．４％
達成できた

サンプル・資料の提供を依頼した

製品・商品の導入を検討した

後日、詳細説明を受ける

製品・商品の導入を決定した（商談がまとまった）

見積もりを依頼した

0 5 10 15 20 25 30 35 40

6.9%

24.0%

39.5%

6.3%

23.3%

商談した…70.3%

Q7  製品・設備・サービスの導入に関して、
あなたの役割は？

Q8 次回のご来場予定は？

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
14.9%

特に役割はない
24.1%

２４．３％

導入のアドバイスを
する立場である

１２．７％

選定をほぼ決定
づけている

１０．１％

最終決定をする
権限を持っている

設備導入の
キーマン

４７．１％４７．１％

来場しない
2.8%

７１．３％
来場したい

２５．９％
必ず来場する

次回も来場

９７．２％９７．２％

来場誘致活動
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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）新日本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）全国調理職業訓練協会、（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、
（一社）日本介護支援専門員協会、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、
日本チェーンストア協会、（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
（順不同）

委員長 女子栄養大学 名誉教授 金田　雅代

委 員 茨城キリスト教大学 生活科学部食物健康科学科
准教授 石川　祐一

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

（一財）食品産業センター 専務理事 花澤　達夫

（一財）東京顕微鏡院 名誉所長 伊藤　　武

（一財）都市農山漁村交流活性化機構 専務理事 山野　昭二

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

（一社）日本エレクトロヒートセンター 理事・事務局長 小熊　啓一

（公社）日本食品衛生協会 専務理事 桑﨑　俊昭

（一社）日本惣菜協会 専務理事 藤木　吉紀

（株） AIHO 代表取締役社長 寺部　良洋

タニコー（株） 代表取締役社長 谷口　秀一

（株）中西製作所 代表取締役副社長 中西　一真

日本調理機（株） 代表取締役
　社長執行役員 齋藤　有史

（株）フジマック 代表取締役社長 熊谷　光治

アテックス（株） 代表取締役社長 竹茂　　昭

※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

大量調理現場へ向けた最新情報を発信する国内随一の専門展として、業界関係者に広く定着している。
14回目の開催を迎えた本年も、調理現場担当者や施設管理者、公的機関など、専門展ならではの来場層が目立った。
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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）

■業　種 ■部　署

学校給食
16.5％

病院・高齢者施設
16.3％

公的機関
8.0％

フードサービス
15.6％

食品製造業
8.9%

小売・流通・商社
14.4%

機器・設備メーカー
7.5%

その他
7.6%

建築・設計・エネルギー
5.2%

給食サービス 6.4%
弁当･惣菜 3.9%
外食チェーン 3.5%
レストラン･ホテル 1.8%

栄養管理
13.8%

営業・広報
14.4%

設備導入管理
9.8%

生産・工務 3.0%

経営・管理
25.2%

調理
6.2%

研究・開発
7.6%

その他 4.3%

情報システム 4.2%

品質管理 4.6%

企画・調査
6.9%

20.0%

学校給食・公的機関

尼崎市教育委員会　栄養管理 スチームコンベクションオーブン、
連続式炊飯機、異物検出

倉敷市教育委員会　経営・管理
学校給食での大量調理で活用できる
安全・安心なだけでなくアレルゲンフリーの食材、
学校給食の食材加工と冷凍保存技術の最新情報

長崎市立西浦上小学校　栄養管理 新しい冷凍食品、アレルギーフリーの加工食品

藤岡市学校給食センター　調理 アレルギー対応給食の開始に伴い情報がほしい、
調理器具に興味あり

紫波町学校給食センター　経営・管理
更新を予定する調理機器（食器洗浄機、食缶洗浄機、
揚げ物機、回転釜）、ＨＡＣＣＰ等衛生管理について
食物アレルギー対策、食中毒防止等安全管理について

横浜市衛生研究所　品質管理 新調理システム等における衛生管理について

病院・高齢者施設

介護老人老福祉施設　利根いこいの里
栄養管理

新調理システムに必要な厨房機器
（スチコン、再加熱機器等）

国立病院機構東京病院　栄養管理 厨房設備

三慶会　指扇療養病院　栄養管理 厨房機器（厨房改修）、非常食

シダックス　情報・システム HACCP の IoT による支援システム

常盤会　ときわぎ国領　経営・管理 厨房機器全般

LEOC　栄養管理 給食業務の仕入れ、物流、安全管理、システム全般

フードサービス・その他

魚国総本社　経営・管理 厨房機器、食材、PB 委託先など

ゼンショーホールディングス　
研究・開発

生鮮食品

星野リゾート　設備導入・管理 最新のレストラン調理設備

名鉄トヨタホテル　経営・管理 ATP ふき取り検査キット

ライフサポート　経営・管理
弁当事業の生産能力を日600個へ拡大したく、給食用
厨房機器について検討。日あたりの炊飯能力を160kg
相当へ引き揚げたく、設備機器について検討中

ロイヤルマネジメント セントラルキッチン、航空機内食工場で活用できそう
なソリューション全般
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9月26日（水） 9月27日（木） 9月28日（金）
FG-01 13：00～14：30 FG-02 13：00～13：45 FG-04 13：00～13：45

学校給食で取り組む地場産物の活用

公益財団法人岡崎市学校給食協会と
市場との連携
愛知県岡崎市教育委員会事務局 
総務課給食管理係 係長

平岩 靖弘 氏

地場産物納入業者の新規開拓と
地場産物利用献立の作成
岐阜県恵那市役所 農政課 農政係長

横光 哲 氏

兵庫県宍粟市のジビエ給食
兵庫県学校給食・食育支援センター 
食育支援専門員

田路 永子 氏
コーディネーター コーディネーター

女子栄養大学 
名誉教授

（一財）都市農山漁村交流活性化機構 
業務第2部 地域活性化チーム

金田 雅代 氏 上野 美帆 氏

学校給食における異物混入防止対策
－事例から学ぶ－

（一社）関東学校給食サ－ビス協会／
（株）ニッコクトラスト リスク管理部 部長

北村 和世 氏

厨房メーカーによる
食物アレルギー調理施設の現状
コーディネーター

女子栄養大学 名誉教授

金田 雅代 氏
（株）AIHO 営業推進部 部長 タニコー（株） 官需部

熊谷 文伸 氏 松村 健太 氏
（株）中西製作所 営業企画部
営業企画課 課長

日本調理機（株）
学校給食センター 推進部

古水 豪 氏 佐野 誠弥 氏

FG-03 14:00～14:45 FG-05 14：00～14：45

学校給食におけるHACCP対応
（一財）東京顕微鏡院 名誉所長

伊藤 武 氏

学校給食の食物アレルギー対応
あいち小児保健医療総合センター
副センター長兼総合診療科部長

伊藤 浩明 氏

9月26日（水） 9月27日（木） 9月28日（金）
FB-01 10：00～11：30 FB-03 12:00～12:45 FB-05 11：00～11：45

病院栄養部門における人材不足克服に向けて
－新調理の挑戦！！－
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 准教授

石川 祐一 氏
福岡県精神科病院協会 
栄養士会

東京都済生会中央病院 
栄養管理科 科長

北原 勉 氏 中村 康 氏
（株）Ｒ＆Ｏフードカンパニー 
取締役

松永 康太 氏

回復期リハビリテーション病棟における栄養管理
（医）輝生会 船橋市立リハビリテーション病院 
栄養部 部長

新谷 恵子 氏

入退院センターにおける管理栄養士の
栄養支援業務について
東海大学医学部付属病院 
診療技術部 栄養科 科長補佐

後藤 陽子 氏

FB-04 16：00～16：45 FB-06 13：00～13：45

地域包括ケアシステム推進における
在宅栄養管理の現状

（医）慈泉会相澤病院 
栄養科

矢野目 英樹 氏

緩和ケアチームへの管理栄養士の参画
国家公務員共済組合連合会 
虎の門病院 栄養部 科長

国家公務員共済組合連合会 
虎の門病院 看護部 次長

大山 博子 氏 長谷川 久巳 氏

FB-02 15：00～15：45

病院食における異物混入状況に関する
後方視的縦断研究
静岡県立静岡がんセンター 
栄養室 専門主査

青山 高 氏

9月28日（金）
FE-15 12：00～12：45 FE-17 14：00～14：45

野菜洗浄における洗浄機とチラーがもたらす効果について
～異物除去、菌数制御、省力化、温度管理への対策～
タカギ冷機（株） 営業企画室
係長

（株）タイガーカワシマ
営業推進部 営業推進課 係長

市川 泰之 氏 大島 純一 氏
 ※出展者：タカギ冷機（株）

運ばず・燃やさず・その場で処理。
生ごみは自己処理の時代へ
シンクピア・ジャパン（株） 
代表取締役

松岡 清次  氏

学校給食セミナー
学校給食に焦点を当て、地場産物活用やHACCP対応、アレルギー対策等をテーマに開講した。
実例を交えた講演内容を求めて、多くの聴講者が集まった。

病院・高齢者施設セミナー

出展者セミナー

F-SYSでは学校だけでなく、病院・高齢者施設を対象にしたセミナーも多数実施。
業界の有識者による専門性の高いセミナーは、人手不足対策、省力化を求めるキーマンの誘致へ繋がった。

会場内にセミナースペースを設置、出展者による製品・システム・サービスの情報発信が行われた。
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出展者アンケート集計結果

◆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。
◆集客が多く、会期中にもいくつか成約を決めることができた。
◆秋季に開催する為、次年度に向けてPRが出来た。
◆学校や食品工場の来場者が多く、現場の声をたくさん聞くことができた。
◆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。
◆ターゲットとしているお客様の来場が多く、商談やご挨拶ができた。

出展者の声（一部抜粋）

■ 今回ご出展の理由は？（複数回答） ■ 新規顧客獲得の場としていかがでしたか?

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

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・来場した印象が良かった

0 10 20 30 40 50 60 70 80

54.2%

69.5%

62.7%

23.7%

28.8%

期待以下
13.7% ６．８％

７９．５％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８６．３％８６．３％

■  来場者と貴社ターゲットのマッチングに
ついていかがでしたか?

■ 出展は有益でしたか？

期待以下
19.6% ８．９％

７１．５％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．４％８０．４％

期待以下
18.2% １０．９％

７０．９％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８１．８％８１．８％

学校給食特別展示
本年は3つのテーマで特別展示を実施。協力会社・機関が一致団結し、連日盛り上がりをみせた。

スチームコンベクションを活用したアレルギー対応食調理実演 
各厨房メーカーの最新機器の紹介に加え、多機能なスチームコンベクションを活用した学校給食におけるアレルギー対応食の調理を実演。調理
後の7種類の試食も大盛況であった。
試食メニュー： 鮭の味噌マヨネーズ焼き、ベイクド里芋、サツマイモの蒸しパン、シシャモの磯辺揚げ、田作り、黒糖蒸しパン、簡単ハンバーグ

災害時における非常食提案 
アレルギー特定原材料等27品目不使用の非常食を紹介した。
災害時の食料不足に備え、救援物資が届くまでの非常食の製品説明と試食提供を行った。

地場産物パネル展示 
各自治体で取り組まれている学校給食における地場産物の活用事例について、パネル展示
を行った。

特別協力企業・機関（50音順）
愛知文教女子短期大学、（株）AIHO、アルファー食品（株）、（株）SN食品、カウゼル（株）、
（株）コメットカトウ、三和厨理工業（株）、（公社）全国学校栄養士協議会、タニコー（株）、
東京サラヤ（株）、（株）東洋食品、（一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう）、
（株）中西製作所、日本調理機（株）、農林水産省、長谷川化学工業（株）、福島工業（株）、
（株）藤江、（株）フジマック、丸善出版（株）、（株）ワコウ
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■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）
■協　　賛：（FSJ） 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）食品流通構造改善促進機構、
全国菓子工業組合連合会、全国製麺協同組合連合会、
（一社）全国清涼飲料工業会、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、
（公財）日本適合性認定協会、日本豆腐協会、（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／

　　　　　　（FF）　 全国菓子工業組合連合会、全国製麺協同組合連合会、
（一社）全国清涼飲料工業会、（一社）全国発酵乳乳酸菌飲料協会、
（公社）におい・かおり環境協会、（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、日本豆腐協会、
（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）日本冷凍空調工業会、
（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　（順不同）

委員長（公社）日本食品衛生協会 専務理事 桑﨑　俊昭
副委員長 （一財）食品産業センター 専務理事 花澤　達夫
委 員 伊藤忠食品（株） 品質保証部　部長 片山　博視

キユーピー（株） 執行役員 
品質保証本部　本部長 財前　孝亮

日本ハム設計（株） 代表取締役社長 塩澤　高福
山崎製パン（株） 食品品質管理　部長 鈴木　秀幸
雪印メグミルク（株） 品質保証部長 市川　寛道

アンリツインフィビス（株） マーケティング部
担当部長 澤野　啓二

エコラボ（同） 製品法規管理室　室長 中曽根友朗

大森機械工業（株） 営業本部
　統括マネージャー 森永　　太

オムロン フィールド
エンジニアリング（株）

ICTソリューション事業本部
ICTソリューション営業部

ICTソリューション営業二課　課長
岩尾　博之

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
真田　知典

ダイキン工業（株） 低温事業本部
　営業部長 井端　宏征

大成建設（株） エンジニアリング本部
エンジニアリングソリューション部 渡部　隆一

（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
井上　　憲

（株）BMLフード・サイエンス 検査部付　部長 矢島　秀章

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

岡田　雅弘

（株）前川製作所 取締役 宮島　昭治

横河電機 （株）
ライフイノベーション事業本部

市場開拓センターソリューション部
食品Gr

黒沢　　潤

アテックス（株） 代表取締役社長 竹茂　　昭

※所属・役職は就任当時

合同企画委員会

開催概要

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

HACCP制度化を見据えた提案をはじめ、食品衛生を担保する幅広い製品・サービスが揃ったフードセーフティジャパン（FSJ）は9回目の開催
を迎えた。食品工場での生産性向上からコスト削減など多様な出展企業が集い、過去最大規模となったフードファクトリー（FF）は4回目の開催。
両展とも、現場改善を目指す、目的意識の高い来場者と繋がりを持てる展示会として、年々認知度が高まっている。
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来場者分析

■業　種 ■部　署

食品製造業
42.7％

卸売・商社 19.1%
小売 7.6%

機器・設備メーカー
6.4％

流通業
26.7％

建築・設計・エネルギー
3.8%

その他 3.9%
公的機関 2.3%

外食チェーン 5.8%
弁当・惣菜 3.2%
レストラン･ホテル 2.7%
給食サービス 2.5%

フードサービス
14.2％

品質管理
20.6%研究・開発

8.3%

営業・広報
7.1%

その他 5.0%

経営・管理
24.0%

生産・工務
18.2%

企画・調査
6.4%

物流・ロジスティクス
3.4%

情報システム 1.8%

設備導入管理 5.2%

来場者からのリクエスト・意見（一部抜粋）

食品製造業
アサヒグループ食品　経営・管理 異物混入防止関係の技術
エースコック　品質管理 現場、設備、施設の衛生管理

エム・オー・ディー　品質管理 食品製造機械の洗浄殺菌に役に立つ製品
野菜・液卵の殺菌などの技術

カルビー　品質管理 トレーサビリティシステム、殺菌、清掃システム

キスコフーズ　品質管理 工場の安全対策、防虫・防鼠・防カビ工場内の温度管理・
原料や設備の移動

キユーピー醸造　営業・広報 省人化技術、規格移行に向けての対策
コープデリフーズ　品質管理 食品工場における目標管理システム支援
サンポー食品　企画・調査 新工場建設に向けた情報収集など
敷島製パン　物流・ロジスティクス 自動搬送、自動仕分、省人化
東海漬物　生産・工務 IoT、自動化、無人化、スマート工場、HACCP
トオカツフーズ　設備導入・管理 省力・省人・省エネなど
ニッカウヰスキー　経営・管理 ISO22000/FSSC22000
日新製糖　生産・工務 食品工場に於ける AI・IoT の活用について
日本ハム食品　経営・管理 工場の管理強化、FSSC22000対応など
ハウスウェルネスフーズ　生産・工務 風力選別機のほか毛髪除去が可能な設備
はごろもフーズ　品質管理 省エネ、AI導入設備、分析機器、技術の効率化、異物混入対策
フレッシュ・デルモンテ・ジャパン
品質管理

落下菌コントロール、ライン・従業員手指の細菌コント
ロール

マルハニチロ　品質管理 異物混入対策、防虫対策、検査機器技術
港製菓　経営・管理 フードディフェンス、セキュリティ、HACCP 取組み
メリーチョコレートカムパニー　品質管理 HACCP、アレルゲン管理
ヤクルト本社　品質管理 HACCP 義務化に向けての準備
ユーキフーズ　生産・工務 工場内の設備改善、半自動包装機

流通・小売

コストコホールセールジャパン 食品製造における衛生面のさらなる向上の助けとなり
得る製品・サービス

生活協同組合ユーコープ　品質管理 HACCP 制度の導入手法、製造・加工施設の衛生管理

ベイシア　品質管理 新しいノロウイルス対策商品、作業の効率化ができる
洗浄用具

ヤオコー　品質管理 清掃衛生に関する新技術、生産工程の省力化
ライフコーポレーション　品質管理 除菌、静菌技術

フードサービス・その他

大江戸温泉物語グループ　品質管理
HACCP 法制化に伴うソリューションの提供
食品衛生検査などのクラウドを利用した記録・保存・閲
覧サービス

全国農業協同組合連合会　研究・開発 HACCP 認証、工場施設の衛生管理

千葉県衛生研究所　研究・開発
最新の食品中異物除去技術
食品中異物検査技術
異物になりにくい作業場使用器具

フレッシュセブン　品質管理 新工場に向けての最新技術情報の収集
ペニンシュラ東京　品質管理 衛生管理のトレンド商品、HACCP 義務化について
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9月26日（水） 9月27日（木） 9月28日（金）
FS-01 10：00～10：45 FS-04 10：00～10：45 FS-07 10：00～10：45

食品製造業におけるデジタル化（AI・IoTなど）を
駆使しての生産革新
日本アイ・ビー・エム（株） GBS 事業本部
流通事業部 シニアコンサルタント

佐藤 信広 氏

東京2020大会に向けた食品衛生の取組
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
大会準備運営第一局飲食サービス部飲食計画課飲食計画チーム 係長

丸山 玄 氏

GFSI の活用による食品安全リスク
低減と業務効率向上の実現

（株）カーギルジャパン
フードセーフティー部 部長

篠田 直樹 氏

FS-02 12：00～13：30 FS-05 14：00～14：45 FS-08 11：00～11：45

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
（いわゆる基準B）

コーディネーター

（株）BML フード・サイエンス 
検査部 部長

矢島 秀章 氏

厚生労働省
医薬 ･ 生活衛生局 食品監視安全課
HACCP 企画推進室

（公社）日本食品衛生協会
公益事業部 部長

浦上 憲治 氏 鶴身 和彦 氏

（株）トリドールホールディングス
品質保証部 部長

エコア（株）
代表取締役社長

草野 篤 氏 宮澤 公栄 氏

協働ロボットがもたらす新しいものづくりの現場
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

真田 知典 氏

低温空調設備における結露対策と省エネ対策
ダイキン工業（株）
低温事業本部 営業部
冷設システム販売推進課長

中嶋 洋登 氏

FS-06 15：00～15：45 FS-09 12：00～12：45

食品保存性と安全性を高める包装技術
凸版印刷（株） 生活・産業事業本部 パッケージソリューション事業部
販売促進本部 販売促進部 紙器販促 T 部長

松本 博 氏

食品原材料や包装資材にも国際標準の
バーコードを

（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

岩崎 仁彦 氏
（株）ローソン
事業サポート本部 品質管理 マネジャー

味の素㈱
情報企画部 生産ITグループ マネージャー

三森 伸二郎 氏 坂井　康夫 氏

FS-03 16：00～16：45 FS-10 15：00～15：45

食品を取り巻く法律とお客様に
分かりやすい表示について

（株）イシダ 
商品企画部 流通・物流商品企画課 主査

伊藤 渉 氏

食品工場内の自動搬送技術
～省人化と安全・衛生面への貢献～
村田機械（株）
L&A 事業部 FA 営業部部長

浦谷 和幸 氏

出展者アンケート集計結果

フードセーフティジャパン フードファクトリー
■  来場者と貴社ターゲットのマッチングに

ついていかがでしたか?
■  来場者と貴社ターゲットのマッチングに

ついていかがでしたか?

期待以下
15.7%

７５．９％
期待通り

８．４％
期待以上

期待以上
期待通り

８４．３％８４．３％

期待以下
14.8%

７２．７％
期待通り

１２．５％
期待以上

期待以上
期待通り

８５．２％８５．２％

■  製品・サービスに対する情報交換、意見
交換の場としていかがでしたか？

■  製品・サービスに対する情報交換、意見
収集の場としていかがでしたか？

期待以下
16.6%

７５．３％
期待通り

８．１％
期待以上

期待以上
期待通り

８３．４％８３．４％

期待以下
19.2%

７１．０％
期待通り

９．８％
期待以上

期待以上
期待通り

８０．８％８０．８％

主催者セミナー
近年、テーマとして取り上げ続けているHACCPをはじめ、協働ロボットや省エネ対策、包装技術など旬のテーマを加え、来場者リクエストに
応える内容で実施。満員に達するセッションが相次ぎ、大勢の聴講者を集めた。
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9月26日（水） 9月27日（木） 9月28日（金）
FE-01 11：00～11：45 FE-08 11：00～11：45 FE-13 10：00～10：45

食品工場向け原料保管コンテナの
実績実用紹介（全10点） 

（株）エーディエフ 代表取締役

島本 敏 氏

冷凍機の電気代削減セミナー
～IoTを活用したフロン漏えい対策～

（株）ナンバ 営業企画 係長

袖山 秀 氏

ISO22000の規格改訂に伴う
FSSC構築のポイント

（一財）日本規格協会 主任審査員

馬渕 恭子 氏

FE-02 13：00～13：45 FE-10 14：00～14：45 FE-14 11：00～11：45

食品工場における食物アレルゲンコントロール®

方法について
シーアンドエス（株）  西日本事業部 
セールス部門 執行役員シニアスーパーバイザー

津田 訓範 氏

毛髪対策を進める上で有効な
『ご案内動画』その活用方法について

国立（株） 営業部 課長

木村 雄一 氏

『福祉医療食工場の事例紹介』
多品種大量生産、省力化と効率化
中央設備エンジニアリング（株）
エンジニアリング統括部長代行

名古屋 一 氏

FE-03 14：00～14：45 FE-11 15：00～15：45 FE-16 13：00～13：45

HACCP構築の証し
JFS-B 適合証明

（株）BML フード・サイエンス 営業本部
東京営業開発 課長

深尾 大輔 氏

次世代食品工場実現に向けてのアプローチ
横河電機（株）
ライフイノベーションセンター事業本部
市場開拓センター長

藤沢 尚人 氏 ※出展者：横河ソリューションサービス（株）

最新の「炭酸次亜水生成システム」と
その効果的運用方法

（株）クレオ SD 事業部 部長

吉比 正弥 氏

FE-05 15：00～15：45 FE-12 16：00～16：45 FE-18 15：00～15：45

AI を活用した防虫・防鼠 IoT
ソリューション　～Pest-Vision～
環境機器（株） 営業開発部

菅野 格朗 氏

これだけは伝えておきたい！
食品工場用地探しで大切なこと
三和建設（株） 大阪本店営業グループ 主事

松野 優美子 氏

食品工場の粉体ハンドリングはおまかせ！
「コンテナ・システム」

日清エンジニアリング（株） 営業部 担当統括課長

岡田 隆史 氏

FE-06 15：00～15：45

食品企業における
食物アレルゲン管理
日本ハム（株） 中央研究所 ヘルスサポート課

鶴田 慎太郎 氏

FE-07 16：00～16：45

HACCP × IoT
～温度監視と帳票作成は IoT でラクできる～
ユーピーアール（株）
IoT 事業部 ソリューション営業1グループ

目黒 孝太朗 氏

出展者の声（一部抜粋）

◆アピールしたいターゲット層と多く接触できた。
◆出展しなければ絶対につながらない企業とパイプを作れた。
◆ 品質保証担当など、具体的課題を持つ来場者が多い。
◆食品関連の異業種他社との情報交換ができた。
◆来場者の質が良い。ターゲット来場者が絞られている。
◆ 従来かかわりの無かった業種の会社と繋がりがもてた。
◆ 食品業界への参入を期待して出展し、予想以上の成果を得た。

■ さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）

◆食品スーパーマーケット
◆外食産業全般
◆外食チェーン
◆食品卸・物流
◆ネットスーパー
◆コンビニベンダー
◆農業関係者

◆品質管理部門
◆生産管理
◆生産技術
◆工場長
◆保全・保守部門
◆総務　　　　　　…等

出展者セミナー
会場内にセミナースペースを設置、出展者による製品・システム・サービスの情報発信が行われた。
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開催概要

■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： 食品トレーサビリティシステム標準化推進協議会、

NPO法人 食品流通高度化推進協議会、
（公財）食品流通構造改善促進機構、
（一社）新日本スーパーマーケット協会、全国菓子卸商業組合連合会、
（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）日本食品トレーサビリティ協会、
（一社）日本スーパーマーケット協会、日本チェーンストア協会、
（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）日本冷凍空調工業会、
（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
（順不同）

委員長 東京理科大学 大学院 
上智大学

教授
／名誉教授 荒木　　勉

委 員 （一社 ）日本加工食品卸協会 専務理事 奥山　則康

（一財）食品産業センター 専務理事 花澤　達夫

伊藤忠食品（株） ロジスティクス本部
　副本部長 神山　浩二

国分グループ本社（株） 物流統括部
副部長 兼 提案・営業課長 堀内　孝之

（株）日本アクセス ロジスティクス企画部
部長 荒巻　俊光

三井食品（株） 物流・システム本部
／物流管理部　部長 渡辺　　徹

三菱食品（株） ロジスティクス本部
戦略オフィス室長 小谷　光司

味の素（株） 理事
物流企画部長 堀尾　　仁

ハウス食品（株） 生産・SCM本部
 SCM部長 松澤　　新

イオングローバルSCM（株） 経営管理本部
人事総務部　部長 寺田　信彦

（株）ダイフク
FA&DA事業部 営業本部

システムソリューション3部
部長

宮下　知治

トーヨーカネツ
ソリューションズ（株） 執行役員 柳沼　伸介

（株）キユーソー流通システム 経営推進本部
品質業務企画部　部長 中山　二郎

大和ハウス工業（株）
常務執行役員

建築事業推進部長
建築事業担当

浦川　竜哉

日本パレットレンタル（株）
営業企画部

営業企画グループ
グループ長

菅家　隆史

アテックス（株） 代表取締役社長 竹茂　　昭

※所属・役職は就任当時

企画委員会

フードディストリビューション
FOOD DISTRIBUTION

「食品の物流」をテーマとした国内唯一の専門展として、業界内外から高い注目を集めた。
2回目の開催となった今回も、会場は数多くの物流関係者でにぎわった。
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来場者分析

■業　種 ■部　署

機器・設備メーカー
6.1%

その他 5.9%

建築・設計・エネルギー
2.9%

公的機関 1.9%

フードサービス
7.1％

食品製造業
23.7％

外食チェーン 3.5%
弁当・惣菜 1.4%
レストラン･ホテル 1.2%
給食サービス 1.0%

流通・商社
52.4％

卸売・商社 21.9%
物流・倉庫 20.3%
小売 10.2%

経営・管理
22.6%

営業・広報
11.4%

その他 4.8%

物流・ロジスティクス
26.8%

生産・工務
8.1%

情報システム 
7.5%

品質管理 2.3%

研究・開発 4.6%

設備導入 5.8%

企画・調査
6.1%

来場者からのリクエスト・意見（一部抜粋）

卸売・商社
伊藤忠食品　経営・管理 在庫管理、入出庫管理システム

国分グループ本社　
物流・ロジスティクス

最新マテハン・物流オペレーション等

国分フードクリエイト　研究・開発 鮮度保持技術

日本アクセス　物流・ロジスティクス 省人化マテハン

三井食品　物流・ロジスティクス 省スペース化、ケース出荷の作業及び精度向上

山星屋　物流・ロジスティクス 流通業界における物流効率化及び協業化について

横河商事　企画・調査 自動化、検査、保全の自動化

物流・倉庫・小売
サントリーロジスティクス
経営・管理

食品物流、特に倉庫内の荷役省力化マテハン機器

澁澤倉庫　物流・ロジスティクス 倉庫作業の自動化・省力化

ハウス物流サービス　経営・管理 今後の食と物流の在り方について、新規物流ロボット、
オリンピックに向けた交通整備対応など

日立物流　物流・ロジスティクス 食品の物流ニーズ

マックスバリュ西日本　
物流・ロジスティクス

製造機械、搬送機械等の自動化、ロボット化

丸紅ロジスティクス
物流・ロジスティクス

トラック待機時間の削減、省人化、最新の物流施設

ヤオコー　物流・ロジスティクス

汎用性の高いマテハンの仕組みでどの食品流通にも
通用するコネクター
マテハン会社間の継足しや部分活用などジョイントや
レイアウト変更できるハードではなくソフト

ユーワ　物流・ロジスティクス 物流システムの倉庫管理など

食品製造業

エースコック　物流・ロジスティクス パレット納品について、共同配送について、
鉄道輸送について

カネハツ食品　物流・ロジスティクス 食品物流について業務の効率化・物流コスト削減

敷島製パン　物流・ロジスティクス 自動仕分けなどの技術

マリンフーズ　経営・管理 省人化・効率化の設備、物流・仕分け

森永乳業　経営・管理 食品の温度管理、安全物流等
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9月26日（水） 9月27日（木） 9月28日（金）
FD-01 10：30～12：00 FD-03 10：30～12：30 FD-05 10：30～12：00

【基調講演】食品業界と物流施策
コーディネーター

東京理科大学大学院 教授／上智大学 名誉教授

荒木 勉 氏

経済産業省の物流政策
経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室 室長

伊奈 友子 氏

物流業界の現状と課題について
国土交通省 総合政策局 物流政策課長

山田 輝希 氏

「加工食品卸売業の物流戦略における競争
と協調への方向性」について
コーディネーター

（一社）日本加工食品卸協会 
専務理事

奥山 則康 氏

国分グループ本社（株）
取締役常務執行役員
経営統括本部副本部長 兼 物流統括部長

（株）日本アクセス 
取締役常務執行役員
ロジスティクス管掌

秋山 隆司 氏 宇佐美 文俊 氏

日本酒類販売（株） 常務執行役員
情報物流本部 本部長

伊藤忠食品（株）
執行役員 ロジスティクス本部長

佐藤 稔 氏 鈴木 昌 氏

三菱食品（株）
ロジスティクス本部長

加藤産業（株） 取締役
ロジスティクス本部長 
兼 ロジスティクス部長

千田 建 氏 日比 啓介 氏

旭食品（株）
経営企画本部 取締役本部長

三井食品（株） 常務執行役員
物流・システム本部 本部長

福島 徹 氏 水谷 幸雄 氏
 ※氏名50音順

東京2020大会における交通輸送の
円滑化について
東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 
大会施設部 輸送課長

松本 祐一 氏

FD-06 13：00～13：45

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の
一部改正について
農林水産省 食料産業局 食品流通課 課長

宮浦 浩司 氏

FD-07 14：00～14：45

小売業から見た物流サービスレベルと
コストの考え方

（株）Believe-UP 代表取締役

信田 洋二 氏

FD-02 13：00～13：45

加工食品卸売業の物流システムの
課題と革新の方向

（一社）日本加工食品卸協会 専務理事

奥山 則康 氏

FD-04 13：00～13：45

日本の物流現場の現状と課題
～グローバルな視点から～

（株）日通総合研究所
リサーチフェロー

田阪 幹雄 氏

9月26日（水） 9月27日（木） 9月28日（金）
FE-04 14：00～14：45 FE-09 13：00～13：45 FE-19 15：00～15：45

進化する食品物流を支える
プロロジスパークの最新情報
プロロジス シニアマネージャー 開発部

白石 朋太 氏

青果の調達イノベーションと店舗
オペレーションの効率化による売り場改革

（株）丸和運輸機関 取締役 常務執行役員

飯原 正浩 氏

最新物流ロボット －GTP と AMR とは －
（GROUND）
物流業界における働き方改革～待機時間
削減に向けた取り組み～（Hacobu）
GROUND（株）
ソリューション・セールス部

（株）Hacobu
取締役 COO

磯部 宗克 氏 坂田 優 氏
 ※出展者：大和ハウス工業（株）

FE-20 16：00～16：45

～車両運転操作の数値化でできる安全教育～
食品・飲料物流事業者様事例紹介

（株）データ・テック 営業本部 主任

八ツ橋 司 氏

主催者セミナー
本年も食品物流をテーマに数多くの講演が実現。講師陣も、業界のオピニオンリーダーから行政までを網羅した充実のラインナップとなった。
とりわけ、食品卸の物流トップが集結したパネルディスカッションは大きな話題を呼んだ。

出展者セミナー
会場内にセミナースペースを設置、出展者による製品・システム・サービスの情報発信が行われた。
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出展者アンケート集計結果

◆コンセプトが絞られていてよかった。
◆今まで接触のなかった業種とのパイプが出来た。
◆他展には無いエンドユーザーが来場している点が魅力である。
◆初日から昨年以上の枚数の有効名刺を交換でき、満足である。
◆昨今の災害に対してのリスクヘッジのためか、メーカーが積極的だった。十分なPRになった。
◆セミナーの内容が充実していた。

出展者の声（一部抜粋）

■ さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）

◆食品卸売

◆食品メーカー

◆3PL／荷役

◆小売

◆倉庫

◆外食

◆運送

◆EC

◆ドラッグストア

◆生産者　　　　　…等

■ 今回ご出展の理由は？（複数回答） ■ 販促商談の場としていかがでしたか?

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

開催コンセプト（出展対象）が合致していた

前年に出展・来場した印象が良かった

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 80

74.3%

37.1%

28.6%

25.7%

17.1%

期待以下
19.5% １２．９％

６７．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．５％８０．５％

■  新規顧客獲得の場としていかがでしたか? ■  来場者と貴社ターゲットのマッチングに
ついていかがでしたか?

期待以下
18.7% １１．７％

６９．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８１．３％８１．３％

期待以下
16.5% １１．６％

７１．９％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８３．５％８３．５％

■  製品・サービスに対する情報交換、意見
収集の場としていかがでしたか?

■ 出展は有益でしたか？

期待以下
17.9% ９．７％

７２．４％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８２．１％８２．１％

期待以下
19.3% １５．３％

６５．４％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８０．７％８０．７％
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開催概要

■主　　催：（一社）日本惣菜協会、（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、

日本チェーンストア協会、（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
（順不同）

委員長（公社）日本食品衛生協会 専務理事 桑﨑　俊昭

委 員（一社）日本惣菜協会 専務理事 藤木　吉紀

中部フーズ（株） 管理部
チーフマネージャー 依馬　紀明 

わらべや日洋（株）
取締役

執行役員
技術部長

佐藤　吾一

アサヒ装設（株） 営業部
部長 山本　源太 

花王プロフェッショナルサービス（株）
学術部

　兼）C&S企画開発部
統括部長

日置　祐一 

キユーピー（株）
品質保証本部

食品安全科学センター
次長

宮下　　隆

（株）エフピコ ストア支援事業部
ジェネラルマネージャー 前田　知司 

スキューズ（株） 執行役員
営業担当 玉井　宏昌 

アテックス（株） 代表取締役社長 竹茂　　昭

※所属・役職は就任当時

企画委員会

SOUZAI JAPAN
SOUZAI JAPAN

中食・惣菜市場の拡大を背景に、惣菜製造現場にフォーカスした専門展示会として初開催した。
生産性向上から衛生管理まで、課題解決に寄与するソリューションが一堂に会した。
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来場者分析

■業　種 ■部　署

食品製造業
※弁当･惣菜メーカー含む

34.1％

弁当･惣菜 11.1%
外食チェーン 4.8%
レストラン･ホテル 2.5%
給食サービス 2.2%

流通・小売
23.0％

フードサービス
20.6％

建築・設計・エネルギー
3.0%

機器・設備メーカー
9.3%

公的機関 2.3%

その他 6.1%
病院・高齢者 0.9%

学校給食 0.7%

経営・管理
22.9%

研究・開発
8.0%

営業・広報
10.4%

その他 7.2%

品質管理
14.6%

生産・工務
14.9%

企画・調査
5.6%

調理 2.0%

物流・ロジスティクス
4.7%

設備導入 9.7%

来場者からのリクエスト・意見（一部抜粋）

食品・惣菜製造業

伊藤ハム米久ホールディングス
研究・開発

惣菜の製造技術

京田食品　経営・管理 製パン製造関連機器

三洋食品　生産・工務 魚の加工、フライ、肉の加工、成型、浄化槽管理

宝酒造　研究・開発 惣菜製造技術、省力化

西野物産　営業・広報 中食・惣菜市場の動向
商品の開発に関するトレンド情報

フードサービス

商工給食　調理 新調理システムの構築

フジデリカ・クオリティ　研究・開発 弊社デリカ工場で導入可能な協働型ロボット、
サラダ等の惣菜の自動盛付・充填装置

宮崎食品　経営・管理 惣菜製造に関する最新情報、衛生管理に関する最新情報

小売・その他

アコレ　企画・調査 MAP 包装機、深絞り真空機、賞味期限延長技術

イオンリテール　経営・管理 厨房機器、システム、衛生関連

協同組合フレッシュフーズサプライ
生産・工務

省人・省力が可能な設備・技術

ジャパンミート　弁当・惣菜製造 手造りの手助けになる機械

セブン‐イレブン・ジャパン
経営・管理

防虫対策、工場管理の効率化

全国農協食品　品質管理 品質管理、異物混入防止、製造アイテム

天満屋ストア　物流・ロジスティクス 小売インストア機材、プロセスセンター機材及び情報

ベイシア　品質管理 新しいノロウイルス対策商品、作業の効率化ができる
洗浄用具

マックスバリュ西日本　品質管理 製造機械、搬送機械等の自動化、ロボット化
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9月26日（水） 9月27日（木） 9月28日（金）
SZ-01 14：00～14：45 SZ-03 13：00～13：45 SZ-05 10：00～10：45

中食・外食産業をめぐる情勢について
農林水産省 食料産業局 食文化・市場開拓課 外食産業室長

新藤 光明 氏

食料品製造業における労働安全対策
厚生労働省 労働基準局安全衛生部安全課・主任中央産業安全専門官

松下 高志 氏

異物混入苦情の実態と食品事業者喫緊の課題
（公社）日本食品衛生協会 出版部 技術参与

佐藤 邦裕 氏

SZ-02 15：00～15：45 SZ-04 15：00～15：45 SZ-06 12：00～12：45

中食業界の展望と国内外での取り組み事例
城取フードサービス研究所 代表

城取 博幸 氏

近年の腸管出血性大腸菌による
食中毒事例とその特徴
国立感染症研究所 感染症疫学センター 第2室長

砂川 富正 氏

弁当・惣菜業のHACCPの考え方を
取り入れた衛生管理

（公社）日本食品衛生協会 学術顧問／
東海大学 海洋学部 水産学科 客員教授

荒木 惠美子 氏

SZ-07 14：00～14：45

中食産業の経営改善・生産性向上の取組や
その成功要因
～事業者パネルディスカッションを通じて～
農林水産省

（株）野村総合研究所 副主任 コンサルタント

夏目 典明 氏
㈱今里食品 代表取締役社長

今里 有利 氏
㈱クリタエイムデリカ 代表取締役

栗田 美和子 氏

主催者セミナー
労働安全対策や食中毒対策等、中食・惣菜製造現場における喫緊の課題をテーマとしたセミナーを実施。有識者の講演から解決の糸口を得よう
と、多数の聴講者で賑わった。
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出展者アンケート集計結果

◆来場者の多くが目的を持っていて、じっくりと話ができるのは大きなメリットである。
◆秋季は業界でも展示会が少なく、魅力を感じる。
◆的を絞った営業活動が出来た。
◆展示ゾーンの区分がわかりやすい。
◆様々な業種の方と関わる事ができ非常に役にたった。
◆合同開催のため、他業種のブースを見学・勉強することもできた。

出展者の声（一部抜粋）

■ さらなる来場を期待する業種・職種（一部抜粋）

■ 今回ご出展の理由は？（複数回答） ■ 販促商談の場としていかがでしたか?

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

秋季の展示会に魅力を感じた

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 80

67.7%

45.2%

25.8%

19.4%

16.1%

期待以下
17.8% １３．５％

６８．７％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

８２．２％８２．２％

■  新規顧客獲得の場としていかがでしたか? ■  来場者と貴社ターゲットのマッチングに
ついていかがでしたか?

期待以下
22.5% １４．４％

６３．１％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７７．５％７７．５％

期待以下
24.8% １０．８％

６４．４％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７５．２％７５．２％

■  製品・サービスに対する情報交換、意見
収集の場としていかがでしたか?

■ 出展は有益でしたか？

期待以下
20.7% １３．２％

６６．１％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７９．３％７９．３％

期待以下
23.4% １２．０％

６４．６％
期待通り

期待以上

期待以上
期待通り

７６．６％７６．６％

◆食品工場関係者
◆惣菜担当者
◆食品メーカー
◆設備担当者
◆ベンダー

◆食肉・水産加工
◆機械・装置メーカー
◆保守担当
◆物流・倉庫
◆医療　　　　　　　…等
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P 臨時駐車場

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」

会場周辺地図

次回開催案内

2019年9月11日［水］▶13日［金］
東京ビッグサイト　青海展示棟

お問い合せ先

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

Tel：03-3503-7319［F-SYS］ Tel：03-3503-7827［FSJ］
Tel：03-3503-7807［FF］ Tel：03-3503-7623［FD］
Tel：03-3503-7805［SZ］
Fax：03-3503-7620 E-mail：offi  ce@f-sys.info　　 web：www.f-sys.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。
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※この完成予想図は基本設計図のものであり、実際と異なることがあります。

青海展示棟イメージ

新木場駅 東京
テレポート駅

東京ビッグサイト
青海展示棟大崎駅

約 11分
下車

徒歩約 2分
約 7分

りんかい線

新橋駅
青海駅 東京ビッグサイト

青海展示棟豊洲駅 約 10分
下車

徒歩約 4分
約 20分

新橋駅 お台場
海浜公園駅

東京ビッグサイト
青海展示棟豊洲駅 約 13分

下車
徒歩約 6分

約 14分

ゆりかもめ

門前仲町（海01系統） 東京
テレポート駅前品川駅港南口（波01系統） 約 22分

約 36分

バ ス

最寄駅からの経路

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

会場アクセス


