
お問い合わせ

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2　大同生命霞が関ビル4階　アテックス(株)内 
SOUZAI JAPAN 事務局

TEL: 03-3503-7805 FAX: 03-3503-7620  E-mail: of�ce@f-sys.info

1～3小間

4小間以上

378,000円
345,600円

単価（税込）

１) 出展小間料金に含まれるもの 
①出展小間スペース※ 
②招待券(出展小間数に応じた規定枚数)
③公式Webサイトへの社名掲載および出展者情報の掲載 
④事務局による広告宣伝費 
⑤事務局による安全管理費、要員費および警備費 
※詳細は、上記「小間規格・料金」を参照 

２) 出展小間料金に含まれないもの 
①出展者の自社小間の装飾、設営、運営費※ 
②自社小間内の電気・水道・ガスなど設備工事費および使用料 
③自社出展機器などに対して付した損害保険料 
④展示・実演および搬入出作業の際に発生した対人障害などの
　事故にかかる費用 
⑤法令および展示規則に基づく展示装飾などの改修費用 
⑥その他、出展小間料金に含まれない費用 
※詳細は、上記「小間規格・料金」を参照 

３) 出展申込の解約（キャンセル）
出展申込者の都合により出展の取り消しまたは変更があった場合は、
下記のとおり解約料を申し受けます。 
なお、出展申込のキャンセルは、書面にてのみ受理します。 

４) 申込の保留・取り消し
出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場合、 
事務局はその受付を保留、または拒否することがあります。 

５) その他 
出展に伴う詳細につきましては、後日「出展マニュアル」を作成し、 
出展者説明会にて発表します。 

出展料金・申込方法

出展要項

スケジュール

www.f-sys.info

・ 標準小間（9㎡）は、
　単列小間・複列小間（4小間以上）・
　独立小間（12小間以上）の3種類があります。

■標準小間

※パラペット・社名板・カーペット等の備品は
　付属していません。
※独立小間にはパネルは設置しません。
   また、角小間など隣接する小間がない場合、
   サイドパネルは設置しません。

※小間数にかかわらず、上記の料金です。
※４小間以上お申込の場合は、原則角小間になるため指定は不要です。
※状況により、申込みを早期終了する場合がございます。
※指定のない小間に関しては、小間数・申込順・実演の有無等を考慮して配置します。

1) 小間規格・料金

1小間(9㎡)：間口3m×奥行3m×高さ2.7m

　自社のイメージに合わせて自由に追加装飾してください。

■角小間指定（有料）
　出展申込時に、角小間を指定いただけます。

2.
7m

2m
1m

3m

2) 出展申込締切

申込期限：2018年5月31日（木）

3) 小間料金支払期限

支払期限：2018年6月29日（金）

4) 小間料金の支払方法
事務局が申込書記載内容を確認の後、請求書を発送します。 
支払期限までに下記指定口座にお振込み下さい。 
（振込手数料は出展者にてご負担願います。）

【振込先】みずほ銀行  新橋支店  　普通預金口座  No.2994478
　　　　口座名義：SOUZAI JAPAN事務局

2018年２月～ 出展募集開始

5月31日 出展申込締切

7月 出展者説明会

9月24・25日 搬入日・小間装飾

9月26日～28日　SOUZAI JAPAN 2018　会期

●申込みは先着順となります。
●予定小間数に達し次第申込みを締め切ります。

□出展製品の検討・決定
□小間数の決定
□予算計画　　　　　　　　　　など●申込受理後、小間料金の請求書を送付します。

●6月29日までにお支払いください。

●小間位置の発表、出展マニュアルを配布します。
●説明会後、招待券などを送付しますので、出展PR等にご活用ください。

出展計画期間

□展示方法・装飾の検討、決定
□備品・人員等の手配
□来場ターゲットへのアプローチ　など

出展準備期間

54,000円（税込）／１社

書面による解約通知を受理した日 解約料

出展小間料金（税込総額）の50%

出展小間料金（税込総額）の100%

2018年6月29日（金）以前

2018年６月30日（土）以降

主催：一般社団法人日本惣菜協会、公益社団法人日本食品衛生協会
共催：アテックス株式会社

中 食・惣 菜 設 備 展
出展のご案内

惣菜製造工場における生産・製造設備および
衛生管理の専門展示会

9月26日 水　　9月28日 金2018年

東京ビッグサイト  東ホール

あおき 惣菜部

ANAケータリングサービス 川崎工場和食調理部

赤福 生産部 工務工程課

アグリフーズ
味彩工房 プロセスセンター開設プロジェクトチーム

味工房スイセン 管理部企画課

味の吉川
アマゾンジャパン FC-RegionalProcurement

イオントップバリュ 商品開発本部テクノロジスト部

イオンリテール デリカ商品部

いかりスーパーマーケット 一般食品センター

伊藤ハム 加工食品事業本部 生産本部 生産技術センター

イトーヨーカ堂 プロセスセンタープロジェクト

いなげや
いなばデリカフーズ 東京支店

イニシオフーズ 生産本部中食生産部

井村屋 開発・技術本部 技術戦略部

岩手エッグデリカ 

インフライトフーズ 料理・生産開発担当

エイムカイワ 経営管理本部

エースベーカリー 製造部

エス・エス・デリカ
エフ・リンク・コーポレーション 生産部秋田工場

エムエスデリカチーム協同組合 生産管理・技術革新担当

エルディ 関連事業本部デリカ事業部

オーガニック・キッチン 

オーケー 生鮮本部

オオゼキ 本社経営企画・改善支援部

オオタ総合食品 本社・工場

オリジン東秀 品質保証部

カスミ 商品本部精肉加工センター

一保堂茶舗 製造部

カナエフーズ 西日本地区統括生産統括本部

カネエス プロセスセンター

カネ美食品 品質管理室

キヌヤ 惣菜部

崎陽軒 弁当事業部 弁当調理部 製造第二課

京樽 商品本部

協同組合フレッシュフーズサプライ  
ベンダーサポート部

共同水産 製造部

銀座大増 本社

近鉄百貨店 営業統括本部

クックワン 商品開発室

グリーンデリカ 本社生産部生産技術グループ

クリタエイムデリカ 生産部

グルメデリカ 業務課

グローバルフレッシュサプライ
群馬フレッシュフーズ 製造部

ケンコーマヨネーズ  
東京本社 生産戦略本部 生産技術部 企画課

神戸屋 生産技術課

コープデリ生活協同組合連合会  
店舗生鮮デリカ商品部

コープネットフーズ 大宮デリカセンター

コープフーズ 

コープミート千葉 製造部

寿産業
サトウ産業 本社工場

サニーマート 管理本部管財部施設管理

サミット 精肉部

サンエッセン
三協デリカ
サンデリカ 本社生産本部生産部

サンヨーフーズ 本社

ジーケイフーズ 宜野湾工場製造部

ジェイアール東海パッセンジャーズ 製造部

シノブフーズ 関西統轄本部開発室

シミズフレッシュデリカ 管理グループ

志百家 事業本部工場

ジャパンミート 営業部

旬菜デリ 本社 生産管理部

スミ 東京営業所商品開発部

すみよし 生産部

生活協同組合ユーコープ 未来創生部

成城石井
静鉄ストア 経営企画室

西友 商品本部生鮮食品部

セコマ 運営統轄本部兼運営支援本部兼HOTChef事業本部

セブン &アイ・クリエイトリンク 新業態開発部

セブン &アイホールディングス  
グループMD管理部

セブン -イレブン・ジャパン 商品本部

大丸松坂屋百貨店 本社営業本部MD戦略推進室

玉子屋 本社商品開発

タマムラデリカ 佐野田沼工場

中納言 営業部

中部フーズ 製造部

チルディー 営業開発部

デイリーはやしや 事業企画部

デリカウイング 岩国工場

デリカウェーブ 長野工場 策造１課

デリカシェフ
デリカスイト水了軒 商品開発・製造管理

デリカナカムラ 本社工場商品開発部

天神屋 

東急ストア 営業統括本部

東京デリカフーズ 生産管理部

東京ドーム 飲食 &物販部

東武ストア 販売本部施設・資材部

東武百貨店 MD 推進部

トーカイフーズ 第二業務部

トオカツフーズ 本社 第一生産部

トーカン 営業本部惣菜営業部生産部

遠鉄ストア 商品部プロセスセンタープロジェクト

戸田フーズ 本社生産技術部

虎昭産業 本社 管理部門担当

ドリームダイニング 品質保証部

中村屋 工場準備室

ナリコマフード 製造本部生産技術部

ナリタヤ 成田惣菜研究所

仁科百貨店 商品部

西原屋 グループ本部食堂グループ営業部

ニッセーデリカ 設備開発部

日本ハム 加工事業本部 管理統括室

日本エアポートデリカ 商品開発室

日本クッカリー 八千代工場製造部

日本生活協同組合連合会 品質保証部

人形町今半フーズプラント ケータリングサービス部

ノンピ 製造部

長谷川自然牧場
パニーデリカ 生産本部 総菜製造部

ハンシンデリカ 生産部生産課

ヒガシヤデリカ 本社 生産企画室

ファーストフーズ 本社 技術本部

ファミリーマート  
商品本部中食構造改革推進部中食構造改革グループ

フジッコ 東京工場製造第二課

フジデリカ デリカ本部

フジデリカ・クオリティ 生産部

藤徳物産 総菜事業本部総菜工場

フジパン 生産本部 生産管理部

フジフーズ 品質管理部

プライムデリカ 生産本部生産技術部

プライムベーカリー
プリマ食品 製造部

プリムイソベン 本社岡崎DF事業部

フレッシュダイナー 山形工場

フレッシュフーズ駿河屋
プレナス 商品統括本部

プレナスフーズ 新工場プロジェクト担当

ベイシア 食品事業部 PC管理部

平和堂 HATOC（本部）CS 推進部品質管理室

ベルク 本社海産部

ベルサンテ 開発室

ホームデリカ 第一工場 製造部 製造課

ポプラ 製造卸本部管理部

本郷鶏肉
升本フーズ 工場管理・衛生担当

まつおか 商品本部

マツモトキヨシホールセール 商品企画部

マツモトキヨシホールディングス  
戦略事業推進本部

マルエツ 商品本部商品供給部

マルト商事 本社デリカ本部担当

三越伊勢丹 関連事業企画部

みなと食品沖縄 本社

ミニストップ 商品本部品質管理・MDサポート部

武蔵野ホールディングス 品質管理部

明治ライスデリカ 生産本部 生産技術部

ヤオコー デリカ事業部デリカ・生鮮センター

薬糧開発 セントラルキッチン品質管理課

ヤザワミート 第一工場

ヤマザキ
山崎製パン 広域流通営業本部

大和水産 営業企画部

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス  
経営戦略部

ユニオンフーズ 本社

ヨークベニマル QC 室

ヨシザワ
ライフコーポレーション 大阪本社近畿圏営業企画部

ライフフーズ 生産事業部郡山第１ファクトリー

利恵産業
利久 東京オフィス新木場デリバリーセンター

良品計画 食品部

ローズコーポレーション 生産本部生産二部

ローソン 商品本部

ロック・フィールド 生産本部 生産技術グループ

ロピア 惣菜部

若菜 本社 生産部 生産技術部

わらべや日洋 首都圏事業本部首都圏生産部

…
…

大量調理・給食の
専門展示会

食の安全・安心を
提案する専門展示会

食品工場の施設・設備改善を
提案する専門展示会

食品物流の効率化・課題解決を
提案する専門展示会

食に関わる４つの専門展示会との同時開催

F-SYS/FSJ/FF/FD 2017来場者リスト　（一部抜粋）



中食・惣菜工場の
製造設備の専門展示会

食品スーパー、CVS、ベンダー、GMS、専門店等 「中食・惣菜」関係者を動員・誘致します。

惣菜製造 × 食の安全
　食の市場全体が伸び悩む中、中食・惣菜市場は着実に成長し、その規模は10兆円を超える見込み
となっています。主な要因として、｢高齢化の進展｣、｢女性の社会進出｣、｢単身・二世帯の増加｣ な
ど、家族構成やライフスタイルの多様化といった社会情勢の変化が掲げられます。手軽で安価な食生
活への移行は、中食需要の増加と拡大につながっています。
　本展は、中食・惣菜の専門団体である一般社団法人日本惣菜協会と、食品の衛生管理の専門団体で
ある公益社団法人日本食品衛生協会の共同主催による ｢中食・惣菜とその衛生管理｣ にフォーカスし
た業界初の専門展示会として今回初開催します。｢中食・惣菜｣ の製造工程の最新設備から機器・資
材を一堂に集め、食品スーパー、コンビニ、ベンダー、惣菜メーカー等のユーザーを迎えた技術・情
報の交流と商取引を行う機会を提供します。

開
催
概
要

名　　称   SOUZAI JAPAN 2018
会　　期   ９月26日（水）～28日（金）
開場時間   10：00～17：00
会　　場   東京ビッグサイト 東ホール
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）
来場者数   48,000名（予定・同時開催展含む）

入 場 料    2,000円（税込）  
※招待券持参者、事前登録者は無料

◆ 加熱攪拌機 ◆ 成形機
◆ 包あん機 ◆ おにぎり成形機
◆ 麺類製造機  等

製　造
◆ フライヤー ◆ オーブン
◆ 焼成機 ◆ 回転釜
◆ バッターリングマシン  等

調　理
◆ 弁当盛付機 ◆ 仕分けロボット
◆ 寿司ロボット ◆ 飯盛機
◆ コンピュータースケール  等

自動･省力化

◆ ガス置換包装機 ◆ ピロー包装機
◆ シール機 ◆ 検査機
◆ トレー、容器、資材  等

包　装
◆ 炊飯機 ◆ 計量装置
◆ 精米機 ◆ 洗米機
◆ ほぐし機 ◆ 炊飯釜洗浄機　等

炊　飯
◆ 野菜スライサー ◆ 串刺し機
◆ ミートチョッパー ◆ ミキサー
◆ 水産加工機械  等

下処理

◆ ベルトコンベヤ ◆ 供給機
◆ 仕分け機  等

搬　送
◆ フリーザー ◆ 真空冷却機
◆ 解凍装置  等

冷　却
◆ 野菜洗浄機 ◆ 番重洗浄機
◆ 食器、容器洗浄機 ◆ 殺菌装置　等

洗浄・殺菌

◆ 製造ライン設計 ◆ 衛生対策
◆ 省エネ対策 ◆ 給排水設備
◆ 空調設備  等

HACCP導入支援・設備改善

◆ 計量機 ◆ オートケーサー
◆ 検査機
◆ 配送管理システム  等

出荷・荷受

◆ 店舗調理機器（調理パン/ 調理麺/ 一般惣菜 など）
◆ 冷凍・冷蔵庫 ◆ 包装機器
◆ 計量機器 ◆ 検査機器　等

店舗バックヤード

出展対象
～惣菜工場・セントラルキッチンから店舗 バックヤードまで～～惣菜工場・セントラルキッチンから店舗 バックヤードまで～

惣菜製造～盛り付け、包装、出荷まで。中食・惣菜工場におけるあらゆる設備・機器・資材・サービス

一般社団法人

Japan Ready-made Meal Association
日本惣菜協会 公益社団法人日本食品衛生協会

JAPAN FOOD HYGIENE ASSOCIATION

“中食・惣菜”の主幹となる業界団体 “食品の衛生管理”を追求する業界団体

□�惣菜メーカー、食品スーパー、ベンダー等、業
界主要企業500社以上が加盟
□�惣菜に関する調査研究を行い、行政・メディア
などから注目
□�人材育成、HACCP導入支援など、惣菜製造業
の課題解決を促進

□�全国で130万名以上の食品等事業者が食品の
自主衛生管理の向上を求め加入

□�「食品衛生法の趣旨に沿って自主衛生管理を実
施すること」を目的に設立

□�食品の衛生管理指導・知識向上など、消費者が
求める食の安全推進を行う

業界唯一「惣菜製造」にフォーカスした展示会1
伸長する中食市場において、惣菜製造工場の新設・改
修が増加する傾向にあります。本展はそうした小売企
業のプロセスセンター化や調理工程の効率化、衛生管
理手法など、注目が集まる中食業界の「製造設備」に
フォーカスした展示会です。

「食」に関係した多業 種の来場ターゲットにPR2
同時開催の「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」には、多くの食 品 メ ー
カー、流通・小売、フードサービス関係者が 来 場 し
ます。業界・職種の垣根を超え、広範囲な商 談 機 会
獲得の場となります。

中食・惣菜市場の最新情報を紹介する専門セミナー3
中食市場が成長を続けるなか、生産ラインの煩雑化や
工場と店舗間での業務の多様化など課題も多く、改善
案を求める企業が多く存在しています。本展では、そ
うしたニーズに応えるセミナーを多数実施し、来場者
を強力に誘致します。

～今後ますます発展していく中食・惣菜市場～業界初
中食・惣菜にフォーカスした専門展示会を開催中食・惣菜にフォーカスした専門展示会を開催

魅力あふれる惣菜新商品の開発 HACCP 義務化への対応 人手不足解消への提案

食品スーパー セントラルキッチンコンビニエンスストア プロセスセンター惣菜メーカー ベンダー惣菜専門店 GMS

経 営 層 製 造・技 術 工 場 長 バ イ ヤ ー 等生 産・工 務 商 品 開 発 部 門




