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名 称

開催日時

開催場所

主 催

目 的

出展者数

中小企業総合展 in FOODEX

2016年3月8日（火）〜11日（金） 10:00～17:00
※ 終日11日（金）のみ16:30まで

幕張メッセ 8ホール 小間番号（8B30）
FOODEX JAPAN 2016 (第41回 国際食品・飲料展) 会場内

独立行政法人中小企業基盤整備機構

経営革新に果敢に取り組む中小企業・ベンチャー企業が自ら製造、開発した新商品等
を一堂に会し展示することにより販路開拓、市場創出、業務提携といったビジネスマッ
チングを促進することを目的として開催。また海外への販路開拓に向けた中小企業の
取り組みを支援し、海外展開を図る中小企業の裾野の拡大も目指す。

国内販路開拓支援82社
海外販路開拓支援21社
全103社

・三法認定企業：53社（地域資源27社/農商工連携28社/新連携2社）
・罹災企業：18社

開催概要

FOODEX JAPAN 2016 / 第41回 国際食品・飲料展
(The 41st International Food and Beverage Exhibition)

2016年3月8日（火）〜11日（金） 10:00～17:00
※ 終日11日（金）のみ16:30まで

幕張メッセ(国際展示場 展示ホール1 〜8) 
〒261-0023 千葉市美浜区中瀬2-1 TEL 043-296-0001(代表)

一般社団法人 日本能率協会／一般社団法人 日本ホテル協会／一般社団法人 日本旅館協会
一般社団法人 国際観光日本レストラン協会／公益社団法人 国際観光施設協会

外務省／厚生労働省／観光庁／千葉県／千葉市／日本貿易振興機構(シェ゙トロ) 

3,197社/3,700ブース

76,532名（前回実績：77,361名）

食品・飲料の購買担当者(フードサービス、小売、商社・卸、食品メーカー、ホテルなど)

¥5,000(税込)※「招待券」をお持ちの方は無料(登録当日のみ有効) 
一般の方、16 歳未満の方は入場不可

・和食産業展2016 会期:2016年3月9日(水)〜11日(金) 
・アジア水産・冷食展2016 会期:2016年3月9日(水)〜11日(金)
・フードパック＆フードロジスティックス2016 会期:2015年3月9日(水)〜11日(金)

■名 称：

■開催日時：

■開催場所：

■主 催：

■後 援：

■規 模：

■来場者数：

■来場対象：

■入場料 ：

■同時開催：

FOODEX JAPAN 2016 / 第41回 国際食品・飲料展



FOODEX JAPAN 2016 (第41回 国際食品・飲料展) 会場全体図

会場情報

中小企業総合展 in FOODEX
（8Ｂ30）



7-8ホール全体図(中小企業総合展 in FOODEX位置)

2. 会場情報

中小企業総合展 in FOODEX
（8Ｂ30）



出展者一覧（カテゴリー順）

国内販路支援企業：82社 海外販路支援企業：21社 ★は海外販路支援企業

出展分野 主な出展製品 出展者名 都道府県 小間番号

主食 蒟蒻麺、蒟蒻チップス エムテックス 山口県 8B30-11

主食 京の石畳 男前豆腐店 京都府 8B30-36

主食 オリーブパスタ、島のパスタソース、オリーブラーメン 共栄食糧 香川県 8B30-23

主食 冷凍もっちもちの生パスタ 神戸瑞穂本舗 ★ 兵庫県 8B30-28

主食 「グルテンフリーヌードル」フェットチーネ（白米） 小林生麺 ★ 岐阜県 8B30-51

主食 伊勢まだい　鯛にゅうめん 坂利製麺所 奈良県 8B30-27

主食 大麦シリアル7．7、発芽押麦、押麦、大麦粉、もち麦うどん 豊橋糧食工業 愛知県 8B30-41

主食 本田屋継承米 本田屋本店 福島県 8B30-77

主食 仙台マーボー焼そば マルニ食品 宮城県 8B30-95

生鮮食品 冷凍蒸したこ あ印 ★ 茨城県 8B30-70

生鮮食品 ふぐのオイル漬　コンフ イーエム 福岡県 8B30-08

生鮮食品 うまトマト（ミニトマト）、うまトマトのジュース 川合肥料 静岡県 8B30-47

生鮮食品 金時矢生姜 木村農園 愛知県 8B30-44

生鮮食品 純米大吟醸酒の酒粕を使った魚の粕漬け 林商店 山口県 8B30-12

生鮮食品 阿武隈川メイプルサーモン 林養魚場 福島県 8B30-78

生鮮食品 冷蔵２ヶ月保存可能な生ゆば 比叡ゆば本舗ゆば八 滋賀県 8B30-32

生鮮食品 四季蒲鉾 日之出水産 広島県 8B30-17

乳製品・卵 MILK’OROエイジングヨーグルト オオヤブデイリーファーム 熊本県 8B30-04

乳製品・卵 ちーず豆腐 黒川食品 岩手県 8B30-94

乳製品・卵 登別チーズ のぼりべつ酪農館 北海道 8B30-102

粉類 白玉粉／白玉棒 大槻食品 新潟県 8B30-56

粉類
子どものための食育スクール「青空キッチン」開発のパンケーキミックス
と、各種専門店の手作り菓子製品

デリシャスビズ 千葉県 8B30-67

乾物 ハートdeパスタ・星deパスタ 上原製麺所 新潟県 8B30-58

乾物 削り節、煮干し、小えび 高福 静岡県 8B30-49

乾物 おにぎらず　しじみのり７枚 サンエイ海苔 福島県 8B30-80

乾物 鯖のスモーク ディメール 青森県 8B30-86

乾物 煮干し（いりこ）小袋製品（家庭用向け商品～業務用向け商品） マルカイフーズ ★ 広島県 8B30-16

冷凍食品 かにみそ甲羅焼き 越河 ★ 鳥取県 8B30-20

冷凍食品 冷凍ハーフシェルオイスター 三養水産 宮城県 8B30-98

冷凍食品 三陸殻つきボイルほや 三陸オーシャン 宮城県 8B30-97

冷凍食品 たこのやわらか煮（醤油味） はますい 北海道 8B30-99

冷凍食品 低糖、低脂肪、卵不使用の健康アイスクリーム
ミセスフリーズホームメイド
アイスクリーム

神奈川県 8B30-64

冷凍食品 さんま蒲焼 山田水産 大分県 8B30-03

冷凍食品 金沢かれいぱん、究極のかれいぱん ワールドコーヒー商会 石川県 8B30-53

調味料 かんずり かんずり 新潟県 8B30-55

調味料 三州三河みりん 三州三河みりん角谷文治郎商店 ★ 愛知県 8B30-42

調味料 ミツワゆずソース サンフーズ ★ 広島県 8B30-18

調味料 あみえび醤油（魚醤） 新栄水産 山形県 8B30-84

調味料 会津ぽん酢　みぞれ 高砂屋商店 福島県 8B30-81

調味料 うわてん白だし 日南工業 秋田県 8B30-87

調味料 栃の木の蜜 ハニー松本 福島県 8B30-79

調味料 TERIYAKI-FISH jelly （まぐろ明太子じゅれ） 平松食品 ★ 愛知県 8B30-40

調味料 有機玄米みそ マルモ青木味噌醤油醸造場 ★ 長野県 8B30-59

調味料 奇跡の醤 八木澤商店 岩手県 8B30-90

調味料 燻製醤油、燻製オイル、燻製調味料、調味料、燻製塩 山一商店 香川県 8B30-22

調味料 白えびつゆ 山元醸造 富山県 8B30-54

調味料 かつおのおだし・まぐろのおだし 与那国水産加工 沖縄県 8B30-01

調味料 国産ごま七味 和田萬商店 ★ 大阪府 8B30-31

食用油 フレーバーオイル　わさび うれし野ラボ 三重県 8B30-39

食用油 黒ごま油　 クレアツーワン 山口県 8B30-13
料理の素・ドレッシング 缶詰、ドレッシング、オイル煮 ステップコミュニケーション 愛媛県 8B30-14

レトルト・惣菜 かぜ水の飯 宏八屋 岩手県 8B30-93

レトルト・惣菜 レンジDEステーキ 佐賀冷凍食品 佐賀県 8B30-07

レトルト・惣菜 牛おぼろ・豚おぼろ 高崎弁当 群馬県 8B30-68

レトルト・惣菜 おみ漬 豊屋食品工業 宮城県 8B30-96
スイーツ・スナック菓子 金の梅　黄金煮 新珠製菓 福井県 8B30-52
スイーツ・スナック菓子 北豆匠　焼カシュー 池田食品 ★ 北海道 8B30-103



出展者一覧（カテゴリー順）

出展分野 主な出展製品 出展者名 都道府県 小間番号

スイーツ・スナック菓子 百年生姜ワッフル 小浜食糧 長崎県 8B30-06
スイーツ・スナック菓子 桃べっぴん 沢菊 ★ 岩手県 8B30-92
スイーツ・スナック菓子 かすみがうら産わかさぎかりんとう 島田商店 茨城県 8B30-76
スイーツ・スナック菓子 柑橘シート 進藤重晴商店 愛媛県 8B30-15
スイーツ・スナック菓子 imoshoku 芋 つかもと 茨城県 8B30-71
スイーツ・スナック菓子 姫路揚菓こすくらん 常盤堂製菓 ★ 兵庫県 8B30-29
スイーツ・スナック菓子 塩ぽんず味横綱一番 花田食品 ★ 岡山県 8B30-24
スイーツ・スナック菓子 食べる甘酒 原田食品製造所 熊本県 8B30-05
スイーツ・スナック菓子 月寒あんぱん、月寒ドーナツ、北の生ショコラもち ほんま ★ 北海道 8B30-101

スイーツ・スナック菓子 お煎餅、米菓、米菓生地、α米、釜めし 水沢米菓 岩手県 8B30-91
スイーツ・スナック菓子 善兵衛栗（西明寺栗）マロングラッセ ゆう幸（くら吉） 秋田県 8B30-89
スイーツ・スナック菓子 湘南グリーンレモンケーキ、生菓子、焼菓子、チョコレート 横尾商事 神奈川県 8B30-62

ドリンク 飲むカカオの素及び高級コーヒーとして有名なコピルアックコーヒー ＬＪＡ   ＪＡＰＡＮ 神奈川県 8B30-63

ドリンク
農家サイダー、田舎コーラ：北は青森にんにくコーラ、
南は沖縄にんじんサイダー

農家サイダー＆農家コーラ/
徳之島・タートルベイ醸造

鹿児島県 8B30-02

ドリンク 北海道特産　大雪山トマトジュース バイオアグリたかす 北海道 8B30-100

ドリンク 大豆まるごと甘酒 白州屋まめ吉 山梨県 8B30-60

ドリンク 本格シロップシリーズ フードインパクト 東京都 8B30-65

コーヒー豆・茶葉 門出豆、門出珈琲、門出椀 オールライフサービス 静岡県 8B30-48

コーヒー豆・茶葉 国産オリジナル「ぶどうの葉」ハーブワインティー
川内美登子・
植物代替療法研究所

東京都 8B30-66

コーヒー豆・茶葉 My Bottle Coffee 澤井珈琲 鳥取県 8B30-21

コーヒー豆・茶葉 京ふか冠茶ティーバッグ缶入り 西出製茶場 ★ 京都府 8B30-35

コーヒー豆・茶葉 茶の種子茶シリーズ 野口徳太郎商店 茨城県 8B30-73

コーヒー豆・茶葉 機煎茶・有機抹茶・有機玄米茶・有機ほうじ茶 浜佐商店 ★ 静岡県 8B30-46

お酒 酒類（清酒、焼酎、リキュール、スピリッツ、その他の醸造酒） 菊水酒造 高知県 8B30-10

お酒 純米吟醸　清須 清洲桜醸造 ★ 愛知県 8B30-43

お酒 聚楽第　純米大吟醸 佐々木酒造 京都府 8B30-34

お酒 蕎麦屋の隠し酒　そばどぶ 出羽 山形県 8B30-85

お酒 スパークリング日本酒　すますま　 天領酒造 岐阜県 8B30-50

お酒 純米大吟醸 飛夢、芋焼酎 あげまん、麦焼酎 ばく 飛夢 茨城県 8B30-75

お酒
純米大吟醸 amamizu、純米大吟醸 鳩摩羅什、
純米大吟醸 華馨、純米酒 華馨、純米大吟醸 雪紅梅

幻の酒 ★ 新潟県 8B30-57

その他 粒こんにゃく（タピオカこんにゃく） 市川食品 群馬県 8B30-69

その他 泉州水なすと旬野菜のピクルスセット ＮＳＷ 大阪府 8B30-30

その他 漬物、佃煮、惣菜 西野屋食品 福島県 8B30-82

その他 伊勢志摩あおさのりばた練り刺身こんにゃく（からし酢みそ付） 牧野商店 三重県 8B30-38

その他 ゆばこん、白玉こんにゃくデザート、パールベジ、こんにゃく麺人参 みゆきやフジモト★ 岡山県 8B30-25

その他 有機梅干し　すっぱい梅
有機梅干し専門店
やさしい梅屋さん深見梅店

和歌山県 8B30-26

その他 茨城の賜　茨城県産こだわり品種梅干しシリーズ 吉田屋 茨城県 8B30-74
ハラール・コーシャー製品 ハラール認証＆JASオーガニック　宇治抹茶+プラス 藤二商会 京都府 8B30-37
オーガニック・機能性食品 糖質制限食品 ＡＢＳ 愛知県 8B30-45
オーガニック・機能性食品 有機抹茶 カネ七畠山製茶 ★ 京都府 8B30-33
オーガニック・機能性食品 紅花若菜　緑黄青汁 グローバルアイ 山形県 8B30-83
オーガニック・機能性食品 うの花こんにゃく 小沢食品 茨城県 8B30-72
オーガニック・機能性食品 米粉シフォンケーキ さくら工房 神奈川県 8B30-61
オーガニック・機能性食品 乳酸菌甘酒「白神ささら」 白神手づくり工房 秋田県 8B30-88
オーガニック・機能性食品 MY HONEY ピーナッツハニー ＭＹ ＨＯＮＥＹ 鳥取県 8B30-19
業務用・大容量食材 柚子果汁 岡林農園 高知 8B30-09

★は海外販路支援企業



出展者支援事業

■販路開拓支援アドバイザー事業・海外販路開拓支援事業
出展者を対象として、中小機構専門家がブースを訪問し、販路開拓に関するアド
バイスおよびマッチング支援を実施した。また、海外販路開拓を希望する出展者
に対し、中小機構専門家による事前支援・当日支援を実施した。

中国語通訳
翻译

■通訳及び翻訳支援事業
中小機構パビリオン内を日英通訳・日中通訳が巡回し、訪日バイヤーと出展者間
の通訳業務やバイヤーズガイド配布、訪日バイヤーのパビリオン内誘引を行った。
また、事前申込を行った出展者に対し、海外専門家によるアドバイス、カタログ
等の翻訳・印刷支援を行った。

■ プレゼンテーションステージ
出展者のうち希望する者が、中小機構パビリオン内に設置したプレゼンテーション
ステージでの商品ＰＲを実施。商品特長、調理事例を交えたプレゼンテーションを
実施し、自社ブースへのバイヤー誘引を行った。また、バイヤーへの訴求を考慮し、
出展者共同によるＰＲも実施した。

■その他、FOODEX JAPAN 2016主催事業の活用
FOODEX JAPAN 2016主催者企画である「新製品広場」に、出展者のうち30社を選出
して会期前後３ヵ月間に発表される新製品等を展示したほか、「FOODEX美食女子」
グランプリ2016へのエントリー支援や、ビジネスマッチング（事前アポイント商
談会）への登録等支援を実施した。

プレゼンテーションステージ プレゼンテーションステージ

通訳支援業務 通訳支援業務



集計結果

来場者の主な属性

1.フードサー

ビス

2.小売
3.通販・ネット

スーパー

4.商社・卸

5.メーカー

6.ホテル・旅館・

レジャー

7.その他

考えつかなかった商品の組合せや、様々な
分野での新たな発見があった。
まだまだ埋もれている商材に出会えた。

小さな会社でも良いものを作っている方が
沢山いることがわかった。

新商品が沢山あった。新しい出会いが多数
ありました。

全国各地の食材があり初めての食材が多
かった。
調理参考例が参考になった。

来場目的のお役に立てましたか

大変役に立った

ある程度役に立った

あんまり役に立た

なかった

来場者に対してどの程度満足されましたか。
輸出を勉強する機会になった。商品のどこに引かれているか分かった。
取引に繋がる手ごたえを感じることができた。
新商品に対する多くの意見を聞き出すことができた。
売り方の提案方法など参考になった。（お客様より新たな案を頂くことあり）
多くの来場者に効果的にＰＲすることができた。

昨年もこの展示会で良い取引を開始させていただきました。本年は新商品も出展し、新たな反響を得られ新たに
取引を開始できそうなので、今後クロージングをしっかりやっていく。

●

●
●

●

●

●

●
●
●
●
●
●

大変役に

立った

ある程度役

に立った

あまり役に立

たなかった

全く役に立た

なかった「中小企業総合展 in FOODEX」への
出展が貴社にとってどの程度役に
立ちましたか。

※以上、来場者アンケートより

※以上、出展者報告書より


