
2020年1月 出展募集開始

6月30日 小間料金支払締切

7月中旬 出展者説明会

搬入日・小間装飾

5月29日 出展申込締切

10月5日・6日

出展者セミナー

会場マップ広告

WEBバナー広告

セット広告

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

料　　金：165,000円(税込)
概　　要：会期中、来場者に無料配布

料　　金：165,000円(税込)
掲載期間：2020年6月～2020年12月(7ヶ月間)
　　　　 料金ご入金後の掲載

料　　金：275,000円(税込)
会場マップとWEBバナー広告をセットしたお得なプランです。

開 催 日：2020年10月7日（水）～9日（金）
会　　場：青海展示棟内セミナー会場
利用時間：45分 / 1セッション
定　　員：100名(予定)
備　　品：スクリーン、プロジェクター、演台、
　　　　  マイク、聴講者用イス(予定)
利用料金：88,000円(税込)
申込締切：5月29日(金)

申込締め切り前にキャンセル待ちと
なる可能性もございますので、
ご検討とお申し込みはお早めに！

お問い合わせ
フードファクトリー 事務局

TEL: 03-3503-7661
〒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

FAX: 03-3503-7620　E-mail: office@f-sys.info

出展要項

会期までのスケジュールPRツール

会場案内

会期

※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。

1～3小間

4小間以上

385,000円

352,000円

単
価（
税
込
）

1社 110,000円（税込）【 角小間指定（有料）】

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

2 出展小間料金に含まれるもの

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

3 出展小間料金に含まれないもの

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。

8 申込の保留・取り消し

4 出展申込締切 2020 5 29日（金）年 月

5 小間料金支払期限 2020 6 30日（火）年 月

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。
（振込手数料は出展者にてご負担願います。）

6 小間料金の支払方法

みずほ銀行 新橋支店　普通預金口座 No.2928092
口座名義：フードファクトリー事務局

振
込
先

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。

7 出展申込の解約（キャンセル）

出展小間料金（税込総額）の50%

出展小間料金（税込総額）の100%

2020年6月30日（火）以前

2020年7月1日（水）以降

書面による解約通知を受理した日 解約料

バックパネル

2m

2.7m

12m

3m

サイドパネル

サイドパネル

（1）基礎小間
隣接する小間がある場合、境界を仕切る
バックパネル、サイドパネル、小間番号板を設置します。
※カーペット・社名板・パラペットなどの備品はありません。
※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のない場合、サイドパネルは設置しません。

（2）小間タイプ
以下の3種類があります。
▶単列小間　▶複列小間（4小間以上）　▶独立小間（12小間以上を予定）
※1～3小間は単列小間です。

2.7m

2m
1m

3m

小間番号板

基礎小間
（9m2）

単列（シングル）小間・4小間例

1 小間規格・料金

4m

1m

9m
6m

複列（ダブル）小間・6小間例

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

東京ビッグサイト 青海展示棟
あ    お    み

■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)

10   7        9月　 日　　　 日水 金

www.f-sys.info

出展のご案内出展のご案内

食品工場に特化した設備・機器の専門展示会

10月7日～9日



〈名　 称〉
〈会 　期〉
〈会　 場〉
〈主 　催〉

〈共 　催〉
〈後　 援〉
〈来場者数〉
〈入 場 料〉

フードファクトリー2020
10月7日(水)～9日(金)
東京ビッグサイト 青海展示棟
(一財)食品産業センター、
(公社)日本食品衛生協会
アテックス（株）
厚生労働省、経済産業省(順不同、申請予定)
48,000名（目標・同時開催展含む）
2,000円（税込）
※招待券持参者、web事前来場登録者は無料

給食・大量調理現場に係わる
設備・機器の専門展示会

大量調理・給食
食品物流の課題解決を提案する

専門展示会

食品物流
食品業界のEC化を促進する

専門展示会

食品EC
中食・惣菜製造に特化した

専門展示会

惣菜製造食の安全・安心

給食関係者 物流部門 EC運営担当 生産・製造部門品質管理部門

「食の安全・安心」を実現する
機器・資材の専門展示会

開催概要

フードファクトリー2019 来場者データ今年で6回目の開催を迎えるフードファクトリー（FF）は、
食品工場における設備導入・改善に特化した専門展示会です。

食品工場エンジニアリング、
設備機器が主役の展示会

11 食品工場のエンジニアリング設備
・機器に特化した展示会。決定権
をもつ経営のトップや幹部などの
経営層をはじめ、食品メーカーの
設備・生産管理部門、品質保証部
門といった設備導入のキーマンが
多数来場します。

〝食〟に関わる
同時開催展との
相乗効果が魅力

22 同会場では学校・病院給食、食の
衛生、物流、EC、食品製造など“食”
に関連する専門展を開催します。
2020年秋は東京で食品の関係者
が一堂に集う、唯一の機会となり
ます｡

来場者ニーズに応える
専門性の高い
セミナーを多数実施

33 充実したラインナップでセミナー
を実施。各分野の専門家を招き、
最新の情報や事例を発信します。
話題性に富んだ内容で食品メー
カー・食品工場関係者の来場を強
力にバックアップします。

■部署

その他 3.9%

情報・システム 3.1%

物流・ロジスティクス
3.2%

設備導入・管理 5.3%

企画・調査 6.0%

営業・広報 7.2%

研究・開発 8.5%

品質管理
20.9％

生産・工務
18.7％

経営・管理
23.2%

卸売・商社 18.8%
小売 8.4%

外食チェーン 5.5%
弁当・惣菜 3.9%
レストラン･ホテル 2.8%
給食サービス 2.3%

■業種

食品製造業
42.1%

流通業 27.2％

フードサービス
14.5％

その他 4.1%
公的機関 2.3%
建築・設計・エネルギー
3.6%
機器・設備メーカー
6.2%

45,000名を超える〝食〟の関係者が集結、濃密なビジネス交流が実現！45,000名を超える〝食〟の関係者が集結、濃密なビジネス交流が実現！

46,138名 （3日間合計、同時開催展含む）
■ 来場者数

(昨年来場実績)

2020年秋、東京で開催される食品の総合展示会2020年秋、東京で開催される食品の総合展示会

同時開催展

冷凍食品の訴求および食品製造に係わる
機器・設備の専門展示会

冷凍食品・食品製造NEW



食品卸

プロセスセンター

食品工場の設備・管理を担う プロフェッショナルが多数来場！多数来場！多数来場！多数来場！多数来場！多数来場！多数来場！が多数来場！が食品工場の設備・管理を担う プロフェッショナルが多数来場！

出
展
対
象

来
場
対
象

食品スーパー

飲料メーカー

コンビニエンスストア

食品メーカー

レストラン

外食チェーン

◉自動化・省人化◉自動化・省人化 ◉エンジニアリング・設計・改修◉エンジニアリング・設計・改修

◉工場設備・部品◉工場設備・部品 ◉AI/IoT・生産性向上ソリューション◉AI/IoT・生産性向上ソリューション

◉省エネ・停電対策◉省エネ・停電対策 ◉環境対策◉環境対策

◉労働災害対策◉労働災害対策 ◉自治体◉自治体

▶協働ロボット
▶ロボットおよび関連機器
▶システムインテグレーター
▶FAシステム
▶その他自動・省人化設備　等

▶エンジニアリング
▶総合建設業、総合設備業
▶工場設計・改修
▶鳥獣害対策
▶入退出管理・セキュリティ　等

▶床材・壁材・塗料
▶移動棚・台車・カゴ車
▶自動ドア・シャッター
▶配管・ポンプ
▶バルブ／継手・ノズル

▶コンベヤ・ベルト
▶除湿機
▶フィルター
▶ダクト
▶画像検査　等

▶生産・在庫・品質管理システム
▶予兆保全、制御システム
▶工場内効率化
▶作業効率化ソリューション　等

▶空調設備・機器
▶照明設備・機器
▶新電力提案
▶BCP（事業継続計画）対策
▶発電機　等

▶食品ロス対策
　 （需要予測システム、食品リサイクル、

フードシェアリングなど）

▶排水処理
▶結露対策
▶廃棄物処理

▶臭気対策
▶フロン対策
▶海洋プラスチック対策
▶容器用包装・資材　等

▶猛暑対策
▶防災設備・機器
▶事故防止ツール・作業台
▶労働環境改善
▶防護柵　等

▶食品工場誘致
▶中小企業販促支援（県・市区町村）　等 品質管理

部門
品質管理
部門

施設責任者施設責任者

工場長工場長

生産・工務
部門

生産・工務
部門

経営層経営層



アースエンジニアリング関西
アイ・アール・システム
アイエス 
愛工舎製作所
アイコクアルファ
アイトス
AIHO
アイル
アオスフィールド
青葉化成
青森中核工業団地企業立地推進協議会
アカマイ・テクノロジーズ
赤門ウイレックス
アクアシステム
アクアリーフ
ＡＸＩＳ
ACTUNI
旭化成ホームプロダクツ
アサヒ装設
アスザックフーズ
アドブレイブ
アビームコンサルティング
アムテック
アメフレック
アラム
安全環境研究所
アンリツインフィビス
ECのミカタ
イーダ
イカリ消毒
石井
イシダ
イシダ厨機
伊藤忠食品
イトヤ

イナモク
industria
インテック
インフォファーム
ウイングアーク1st
ウィングヤマグチ
運輸新聞
エイディーディー／トライ・カンパニー
エイムス
AFIテクノロジー
エー･エム･プロダクツ
エースシステム
エービーシー商会
エクシール
エクセラ
エコラボ
エスコグラフィックス
NECファシリティーズ
NECフィールディング
エヌエフ回路設計ブロック
NTS
エヌ・ティー・エス
NTTフィールドテクノ
FSP/福島工業
エフ・エム・アイ
エフコン
エムズ
MDI
エムテートリマツ
エムラ販売
エリオス
エレクター
オオイ金属
オーク製作所
大道産業

大宮高圧
おぎそ
小野商事
オムロン
カウゼル
加賀工業
KAZEN
カセン産業
片岡製作所
片山チエン
カノン
蒲田工業
カミナシ
Camlin Photonics
河淳
環境機器
関東混合機工業
キーエンス
キクロン
木田製作所
キッコーマンバイオケミファ
キッズウェイ
岐阜プラスチック工業
木村工機
キユーソー流通システム
KyoDo
キョーワクリーン
極東貿易
桐山工業
近畿分析センター
国立
クラレトレーディング
グリーンプラス
クレオ
グローエンジニアリング

クローバー
鶏卵肉情報センター
コアテック
興研
抗酸化食品
弘進ゴム
高知県産業振興センター
江東微生物研究所
国際化工
小島組
コメットカトウ
サーモス
坂本技研
笹原商事
サトー
サニクリーン
サミー
サムソン
サムテック・イノベーションズ
サラヤ
三協エアテック
三信化工
サンステーションシステムズ
サンニック
サン・プラニング・システムズ
サンユー印刷
三洋古江サイエンス
三立機器
サンロード
サンワールド川村
三和建設
三和厨理工業
シーアールイー
シーアンドエス
シーイーテック

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス
JFEテクノリサーチ
静岡冷工
静科
七洋製作所
柴田科学
シフト
清水港利用促進協会
シモン
ジャックス・ペイメント・ソリューションズ
消費科学研究所
ショーワグローブ
食品産業センター
女子栄養大学出版部
シルバーエッグ・テクノロジー
信栄工業
清栄コンピュータ
シンクピア・ジャパン
慎研工業
進和テック
スイシン
鈴縫工業
スタディスト
スプレーイングシステムスジャパン
Spelldata
スマートブルー
住友重機械搬送システム
住べテクノプラスチック
スリーライン
西部電機
積水化成品工業
全国学校給食協会
セントラル科学貿易
大一産業
第一包装機製作所

ダイキアクシス
ダイキンアプライドシステムズ
ダイキン工業
泰生工業
大成ラミック
大同工業
ダイドー
ダイフク
タイムマシーン
大洋アレスコ
太陽誘電ケミカルテクノロジー
台和
大和サービス
大和ハウス工業
大和リース東京本店
タカギ冷機
高砂
タカハラコーポレーション
タカヤ
タカラ食品工業
タグジャパン
タケウチ建設
タケウチ建設/TNF工法協会
竹中工務店
ダスキン　ケアサービス事業本部
ダック
田中機工
田中組
タニコー
タマチュウ
ダンロップホームプロダクツ
中央化学
中設エンジ
中部テクノ
槌屋

椿本チエイン
津山市(岡山県)
鶴見製作所
ティ・アイ・エス
ティアンドデイ
TNF工法協会
帝人フロンティア
デイリーテクノ
テクノナガイ
テストー
テックコーポレーション
テラダ・トレーディング
電源地域振興センター
天然生活
東京技術研究所
東京産業
東芝情報システム
藤伸興業
TOSEI
東洋化学
東洋濾水工業
トップファクトリー
トビー・テクノロジー
トミー精工
ドリコ
ドリコアクアサーブ
中西製作所
中村組
中村産業
ナンバ
新潟県企業局
二樹エレクトロニクス
日伝
ニチワ電機
日産化学

ニッサンキコー
日清エンジニアリング
日進ゴム
日新システムズ
日東
日本ハム　中央研究所
ニトムズ
日本エレクトロヒートセンター
日本加工食品卸協会
日本環境科学研究所
日本規格協会
日本検査キューエイ
日本GLP
日本シーム
日本食品衛生協会
日本調理機
日本鳩対策センター
日本ハネウェル 
日本パレットレンタル
日本ベルト工業
日本マタイ
日本無機
バーテック
白洋舍
Hacobu
HACCPジャパン
橋本ブラシ製作所
長谷川化学工業
白興
原田産業
ハリマビステム
ピーエムティー
日立造船
日立プラントサービス
フェアウェイ ソリューションズ

深松組
福井クラフト
福島工業
フジ技研工業
フジキン
不二精機
Fujitaka
不二WPC
富士通
富士電機
フジトク
フマキラー／トルネックス
古郡建設
フレクト
ベーヴェ システック ジャパン
ヘラマンタイトン
PENTAIR SUPMO
ホシザキ
本間冬治工業
マイクロ・テクニカ
マイコール
マイコック産業
マイスター
前田シェルサービス
マクニカ／マクニカネットワークス
マザーツール
MASS
マックス
マブチ・エスアンドティー
マルゼン
丸八
ミールケア
三浦工業
三菱ケミカルエンジニアリング
美津和産業

ミドリ安全
ミューチュアル
ムラコシ
村田機械
メイジテクノ 
モノフル
モレーンコーポレーション
ヤナギヤ
ヤプリ
ヤマダコーポレーション
ヤマトクレジットファイナンス
ユーピーアール
ユタカメイク
ユニオンシンク
UNIFILLER JAPAN
横河ソリューションサービス
ヨコモリ電池屋コーポレーション
ライヴス
ライボルト
ラクス
リコーテックビジョン
流通システム開発センター
菱熱工業
リライズコンサルティング
レフォルモ
Render
YE DIGITAL
若泉漆器
若松梱包運輸倉庫
ワコウ
ワコン
渡辺工業所
ワタナベフーマック

来場者リスト (一部抜粋)

アイワイフーズ 管理本部 総務部
秋本食品 原料調達部
朝倉海苔店 千葉工場
アサヒ飲料 群馬工場
アサヒグループ食品 生産物流本部 ＦＤ新工場準備室
あじかん 生産技術部
味の素 
味の素食品 川崎工場 製造部
味の素食品 監査部
味の素冷凍食品 関東工場 総務部 総務・リスク管理グループ
あづま食品 製造本部
あづまフーズ 生産管理本部
アマタケ 施設管理部
あみ印食品工業 
荒木のつけもの 
イオンフードサプライ 製造本部 畜産部
伊藤ハム 東京工場管理部資材課
伊藤ハム米久ホールディングス 購買部 資材調達室
いなば食品 生産部
イフジ産業 製造統轄部生産管理課
井村屋 
岩田食品 生産本部 PC部
栄光堂製菓 製造部 兼 品質管理室・商品開発室
エースベーカリー 製造部
江崎グリコ SCM本部 技術開発部
エスエスケイフーズ レトルト課
エスビー食品 
エバラ食品工業 技術研究所
エルビー 東海工場 技術部
小倉製菓 製造本部 加工・物流事業部
オハヨー乳業 生産技術部
ガーデンベーカリー 品質保証部 設備保全課
籠淸 静岡工場 製造部
かねふくめんたいパーク神戸 製造部
亀田製菓 経営企画部
カルビー 購買本部 購買部
関西グリコ 第4製造課 ビス2係
関東グリコ 製造課
キーコーヒー SCM本部 東北工場 製造課
キッコーマン食品 生産本部
キッコーマンソイフーズ 岐阜工場 製造部
岐阜米穀 

紀文食品 供給本部
ギャバン 関東工場 製造グループ
キユーピー 生産本部
キユーピータマゴ 生産本部 八剱工場
共栄フード 製造本部 エンジニアリング部
京田食品 製造部
霧島酒造 ボトリング本部
キリンビバレッジ 営業本部広域営業部
銀座コージーコーナー 製造本部 川口工場
くじらい乳業 製造部
クラシエフーズ 生産技術室 生産技術グループ
グレープストーン 生産本部 エンジニアリング部 兼 生産戦略部
クレフォートグループ 本社工場
ケンコーマヨネーズ 生産戦略本部 生産技術部
コカ・コーラボトラーズジャパン 京都工場
コックフーズ 関西工場
サッポロビール 生産技術本部 製造部 兼 購買部
サッポロホールディングス 
サンカツ 製造課
サントリーウエルネス 生産部
サンポー食品 事業本部
JA高崎ハム 製造本部 製造部 パックセンター
塩野香料 生産管理部
信田缶詰 製造部
正田醤油 生産本部 館林東工場 工務課
信州ハム 生産本部
寿がきや食品 事業統轄本部
仙波糖化工業 生販管理部・資材部
太平食品工業 製造本部
タカナシ乳業 第二生産部 群馬工場 第一製造部 製造二課
タカノフーズ 水戸第二工場
宝酒造 生産管理部 製造課
宝醤油 技術管理部外注管理課
田中食品興業所 生産技術課
たらみ 小長井工場 製造管理グループ
千葉製粉 製粉・ミックス事業本部 生産部 生産課
月島食品工業 施設プランニング部
辻製油 機能性事業本部 生産部 松阪工場生産課
東海漬物 製造部
東洋水産 工務部
長井水産 総務部
永谷園 生産本部 購買部

永谷園 生産部 生産技術グループ
中村屋 神奈川工場 製造第1課
中村屋 生産部
ナリコマフード 製造本部 生産技術部
ニコニコのり 生産本部
西野物産 生産管理室
ニチレイフーズ 国内生産管理部
ニッカウヰスキー 生産管理部
日清オイリオグループ 
日清食品 製造部 静岡工場 製造課
日清食品チルド 
日清食品ホールディングス 生産部
日新製糖 工務部
日清製粉グループ本社 技術部
日清フーズ 館林工場
日東富士製粉 総務部
日東ベスト 生産技術部
日本ハム 加工事業本部 営業統括部 営業管理室
日本ハム食品 生産技術部
日本水産 技術開発部
日本デルモンテ 長野工場設備保全グループ
ニュートリー 製造部 製造課
にんべん 製造部
ハウスウェルネスフーズ 生産SCM本部 生産部
はごろもフーズ 
ハナマルキ 大利根工場総務課
林原 エンジニアリング部
万城食品 製造第四課
日世 FP生産部 製造課
B-Rサーティワンアイスクリーム 生産本部 神戸三木工場
ファーストフーズ 沼津工場 管理課
不二製油グループ本社 生産性推進グループ
富士達 東扇島センター
フジパン 武蔵工場 製造課
冨士森永乳業 生産管理部
不二家 富士裾野工場 工務課
不二家 生産課
舟和 本店浦和工場 製造部
文明堂東京 総合企画部 機械設備プロジェクトチーム
ブルボン 製造管理部
ブルボン 統合企画部
フレッシュ食品 生産本部 製造2部 製造3課

食品製造
フレッシュセブン 生産部
フレッシュダイナー 船橋工場 本社
フレッシュヒューテック 技術部 川崎営業所
ベジテック 生産本部 製造部
マルタイ 生産管理部
マルハチ村松 生産本部 生産企画部 生産部 静岡工場
三島食品 関東工場
宮島醤油 宇都宮工場
明治 経営企画部
明治 生産本部
明治 生産本部 エンジニアリング部
メリーチョコレートカムパニー 生産本部
モランボン 生産管理課
森永エンゼルデザート 製造部
森永乳業 経営企画部
森永乳業 生産本部
森永製菓 生産本部 生産技術開発部 設備グループ
ヤシマ食品 
安田食品工業 
ヤマキ 
山崎食品 生産管理部
山崎製パン 施設本部 施設第二部 施設第三課
ヤマジン 佐伯工場
山田食品産業 生産部
雪印ビーンスターク 生産部 生産技術グループ
雪印メグミルク 生産技術部 設備技術グループ
ユニリーバ・ジャパン 製造技術
養命酒製造 駒ヶ根工場 製造グループ
米久 生産本部 生産管理部
米澤酒造 製造部
理研食品 本社工場 製造1グループ
ルピシア 宇都宮工場製造部
ルピシア 工務部
ロイヤル 東京食品工場 設備課
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 静岡ファクトリー 生産グループ
六甲バター 生産本部
ロッテ 狭山工場 施設部 技術二課
ロッテ 生産本部 生産技術部
和弘食品 製造グループ …

アコレ 
アマゾンジャパン 
イオン 
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 デリカ商品部
イオントップバリュ テクノロジスト部
イオンリテール 総務部 Ｂ２Ｂ・間接材調達グループ
イオンリテール ディベロッパー本部 建設部 設計監理グループ 
イトーヨーカ堂 食品事業部 杉戸プロセスセンター
イトーヨーカ堂 デリカプロジェクト
いなげや
いなげや ロジスティクス本部 製造部
ウオロク 
エーコープ関東 働き方改革推進室
エムアイフードスタイル 管理本部 品質管理部
遠鉄ストア 経営企画部
オークワ 物流製造事業部 食品製造部
大阪いずみ市民生活協同組合 品質管理部
沖縄ファミリーマート 商品部 物流・品質管理課
小田急商事 営業本部 CS・営業推進グループ
 物流再編プロジェクトチーム
金秀本社 情報システム本部
関西スーパーマーケット 経営企画室付
コープデリ連合会 開発部 工事課

コノミヤ オペレーション本部
コモディイイダ 
サミット 総務部 品質管理室
サミット 店舗開発部／企画・設計グループ
サミット 物流・グロサリー業務部
サンベルクスホールディングス 
三和 
シジシージャパン 品質保証室
静鉄ストア 経営企画室
清水屋 第三商品部
ジョイフルサンアルファ 管理本部
スーパーアルプス 
生活協同組合ユーコープ 商品本部 店舗支援課
成城石井 製造本部
成城石井 品質管理室
西友 経営管理本部 ISM 建設保全設備
西友 商品本部 品質部
セブンアンドアイホールディングス 経営推進部
セブンアンドアイホールディングス グループ商品戦略本部
セブンアンドアイホールディングス 物流戦略部
ゼンショーホールディングス グループIT 技術本部
ダイエー 品質管理部
タイヘイ 業務部 開発課
大丸松坂屋百貨店 本社 営業本部 MD戦略推進室

大丸松坂屋百貨店 法人外商事業部 法人営業推進部
　　　　　　　　　   商品調達・バイヤー
タイヨー コンプライアンス室 品質管理課
ダスキン 
たまや 管理部
天満屋ストア 商品第一部青果・水産部門
東急ストア コンプライアンス品質管理センター
東急ストア PC運営部
東急百貨店 食品統括部
東武ストア PC企画部
東武百貨店 販売推進部
ドン・キホーテ リテールサポート本部 品質管理部
　　　　　　  食品管理課 食品表示
ナリタヤ 
バリュース マーケティング
バロー SM商品部 畜産PC統括課
バローホールディングス イノベーション部
ビッグ・エー 物流システム本部
ビックカメラ 物流本部 物流企画部
ファミリーマート 商品基盤整備部
ファミリーマート 商品・物流・品質管理本部 商品基盤整備部 
　　　　　　　　 製造管理グループ
フォーキャスト システム企画部
フジ お客様サービス・品質管理室

小売・流通

ANAケータリングサービス 品質保証室 衛生推進部
 衛生品質設計課
壱番屋 
一冨士フードサービス 安全衛生管理室
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
NECライベックス 食品衛生管理室
王将フードサービス 衛生管理課
近江屋 新商品開発部
オーシャンシステム ランチサービス事業部
 デリカフーズ課 百米千葉工場
大戸屋ホールディングス 食品衛生研究所
荻野屋 製造部
オリエンタルランド 経営戦略部
オリジン東秀 管理・人材統括本部 品質保証部
　　　　　　  工場品質保証グループ
オリジン東秀 商品統括本部 物流部
ガーデン 購買部 品質保証課
カネ美食品 外販品質管理室
がんこフードサービス 
木曽路 
京樽 開発本部 建設部
くら寿司 業務本部 先進技術開発部
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 商品部
グローバルフレッシュサプライ 物流企画部

幸楽苑ホールディングス 
サイゼリヤ 神奈川工場 設備課
サイゼリヤ 生産技術部
サイゼリヤ 生産物流部
サイゼリヤ プロジェクト推進部
魚国総本社 京都支社 事業部
サッポロライオン 経営戦略部 新規事業開発グループ
サッポロライオン レストラン・バー事業部 兼 レストラン業態
サンマルクホールディングス ＳＳＣ本部商品２部
ジェイアール東海パッセンジャーズ 製造部
ジェイアール東海フードサービス 管理部
ジェイアール西日本フードサービスネット 品質管理室
ジェイアール東日本フードビジネス 営業戦略本部 品質管理部
旬菜デリ 昭島事業所 生産部 生産一課
ジョイフル 市場開発本部 新規事業開発部
叙々苑 料理部
シルバーライフ 生産部 生産管理課
ジローレストランシステム 営業本部
すかいらーくホールディングス 購買本部 食材購買グループ 
加工品Ⅰチーム
すかいらーくホールディングス 建設本部 東日本新店チーム
スターバックスコーヒージャパン 品質保証部 店舗衛生チーム
西武造園 工務部
ゼンショーホールディングス グループ外販事業部

ゼンショーホールディングス プロダクトセンター 製品企画室
第一食品 安全衛生管理部 経営企画室
大和ライフネクスト 厚生施設管理課
銚子丸 営業企画部 環境整備部
塚田農場プラス 製造部 新木場工場
テンアライド 関東セントラルキッチン 品質管理室
トウショク 営業本部 施設管理部
戸田フーズ 生産技術部
ドトールコーヒー 購買物流統括本部 商品部 購買課
ドトールコーヒー 品質保証室
ドミノピザジャパン 
鳥火 
トリドールホールディングス 品質保証部
日本ケンタッキー・フライドチキン 人材開発・サポート部
日本亭 直営管理部
日本ピザハット SCM部 品質保証・店舗監査課
馬車道 ＭＤ部工場
浜木綿 商品部 植田工場
ファーストキッチン マーケティング部 IT課
ファーストフーズ 八王子工場 管理課
富士産業 経営管理本部 新規事業調査室
フジ産業 安全衛生管理室
プリンスホテル 管理
プレナス 商品本部 品質保証部 品質保証課

フードサービス 他

フジ・クリエイト 関東・東北エリア
フレッセイ 品質管理室
ベイシア 商品企画部
ベルク 食品管理室
ベルジョイス 営業推進室 品質管理担当
ベルジョイス 第1事業部 商品部
マツモトキヨシホールディングス ロジスティクス統括部
マルイ 
マルエツ 経営企画本部 センター構想全体最適プロジェクト
マルエツ 総務部
マルト 衛生指導部
マルヨシセンター 
三越伊勢丹ホールディングス 
ヤオコー デリカ事業部
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 業態開発部
ユニバース デリカセンター
ヨークマート 開発室
ライフコーポレーション 購買戦略室
ローソン 品質管理
ローソン ラストワンマイル事業本部 ロピック企画部
ワイズマート 品質管理室 …

プレナスフーズ 生産計画部
ベストフードサービス 管理部
ポポラマーマ 
ホリイフードサービス 総務部
松屋フーズ 事業推進部 総合オペレーション推進グループ
三笠会館 足立工場
ミノヤランチサービス 名古屋工場 製造部
モスフードサービス 店舗システム部 次世代モス開発グループ
モスフードサービス 商品開発グループ
物語コーポレーション 購買物流生産本部 生産部
山田食品産業 入間工場
横浜八景島 管理部
吉野家ホールディングス グループ商品本部 商品統括部
吉野家ホールディングス グループ品質保証室
レパスト 品質管理部 衛生管理室
ロイヤルホールディングス 品質保証推進部
ロイヤルホテル 総務部 安全衛生管理室
ロイヤルマネジメント 設計建築部
ロピア 物流管理グループ
ロボットレストラン 執行部
ワタミ 外食商品本部 六次化推進部
ワタミ 経営企画本部 …

前回出展者一覧 (社名50音順、同時開催展、共同出展含む)※社名は開催当時

食品製造現場の関係者・ キーマンが一堂に集結食品製造現場の関係者・ キーマンが一堂に集結


