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FOODEX JAPAN 2018（第43回国際食品・飲料展） 概要 
 

 ■名  称 ： FOODEX JAPAN 2018（第43回国際食品・飲料展） 

 

 ■会  期 ： 平成30年3月6日（火）～9日（金） ４日間  10:00～17:00（最終日のみ16:30閉場） 

 

 ■会  場 ： 幕張メッセ 全館（展示ホール1～11） 

 

 ■主  催 ： 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 

 

 ■開催規模： 出展者数：3,466社／4,011ブース（83ヶ国･地域） 

 

 ■来場者数： 72,428名 

開催概要 

■ 名  称 /   中小企業総合展 in FOODEX 

         

■ 目  的 /   経営革新に果敢に取り組む中小企業・ベンチャー企業が国内有数の大規模専門展示会にまとまっ 

         て出展する場を設け、自ら製造、開発した食品・飲料等（消費財分野）の新商品などを一堂に 

         展示するものであり、国内外バイヤーとの商談機会創出と販路開拓の足掛かりを得るための支援を 

         通じて、更なる事業成長に繋げることを目的として開催します。 

 

■ 会  期 /  平成30年3月6日(火)～9日(金) *4日間 

 

■ 時  間 /  10:00～17:00 〈最終日は16:30まで〉 

 

■ 会  場 /  幕張メッセ 9ホール （小間番号 9B30-001～102） 

 FOODEX JAPAN 2018（第43回国際食品・飲料展）会場内 

 

■ 主  催 /  独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

 

■ 出展者 /    企業出展 99社 

             うち 三法認定企業45社（地域資源活用29社 / 農商工連携16社） 

            特別出展 2団体（山梨県山梨市３社、山口県長門市２社） 

 

■ 展示内容 / ①企業出展 

   中小企業者99社が出展しました。 

           ②特別出展「ふるさと名物応援宣言」  

   ふるさと名物応援宣言を行った自治体から2団体(5社)が出展しました。 

           ③特別企画 「プレゼンキッチン」 

              ・近藤小百合 on プレゼンキッチン 

               料理研究家 近藤小百合氏が出展者から提供された素材を組み合わせてオリジナルレシピを開発。 

    会場で調理し、来場者に試食していただきました。 

              ・出展者キッチンステージ 

               出展者によるプレゼンテーションを実施し、来場者に出展製品の試飲・試食を提供しました。 

 ④海外展開相談コーナー 

              中小機構の専門家が出展者・来場者の海外展開、海外への販路開拓等や海外ビジネスに関する相談を 

   無料で受け付けました。 

  

 
 

3月6日(火) 晴れ  16,604人 

3月7日(火) 曇り   19,838人 

3月8日(火) 雨    19,175人 

3月9日(火) 雨    16,811人 



会場情報 
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FOODEX JAPAN 2018  会場全体図 

9ホール 10ホール 11ホール 

中小企業総合展 in FOODEX 
（9B30-001～102） 

９ホール全体図（中小企業総合展 in FOODEX位置） 



会場レイアウト 

特別出展（２団体） 
ふるさと名物応援宣言 ブース 



基本小間仕様 

出展者には A：展示台  B：壁面棚パネル のどちらかを選んで頂きました。 
※どちらも不要の場合は、展示台・壁面棚パネルを除いた仕様で提供。 

  小間規格：間口 1,980mm×奥行き 2,030mm            出展料（小間料金） 65,186円（税込） 

Aタイプ ： 展示台タイプ 

Bタイプ ： 壁面棚タイプ 

オクタパネル 
H2700 

オクタパネル 
H2700 

オクタパネル 
H2700 

オクタパネル 
H2700 

オクタパネル 
H2700 

オクタパネル 
H2700 
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■小間内仕様 
①パンチカーペット （サーモンピンク） 
②展示台（W900×D450×H800㎜） ×1台 
③LEDアームスポットライト ×2灯 ※白色 
④電源コンセント（500W） 100V×2口 
⑤社名板（スチレンW1200×H300㎜） ×1枚 
⑥突出しサイン（スチレンW450×H300㎜） ×1枚 

■小間内仕様 
①パンチカーペット （サーモンピンク） 
②棚板（W985×D300㎜） ×2枚 ※耐荷重：5kgまで 
  スリット（H2400） ×2本 
③LEDアームスポットライト ×2灯 ※白色 
④電源コンセント（500W） 100V×2口 
⑤社名板（スチレンW1200×H300㎜） ×1枚 
⑥突出しサイン（スチレンW450×H300㎜） ×1枚 



出展者一覧（小間番号・都道府県順） 

 

 

小間番号 都道府県 出展者名 カテゴリー 展示製品 三法認定 

9B30‐001 北海道 オルソン(株) 調味料・加工食品 焼ほたて、こんがり焼きチーズ、チーズおかか   

9B30‐002 北海道 (株)郊楽苑ホールディングス 菓子・デザート ショートチーズシングル、ダブル、牛クリップ   

9B30‐003 北海道 (株)小山製麩所 調味料・加工食品 プチ大福各種、生麩各種、特撰湯葉、北海道全粒粉焼麸・パスタ    

9B30‐004 北海道 月寒あんぱん本舗（(株)ほんま） 菓子・デザート 月寒あんぱん、月寒ドーナツどさんこプレミアム他   

9B30‐005 北海道 北海道ワイン(株) 飲料品 おたる特撰ナイヤガラ 、北海道ケルナー 、鶴沼ピノ・ブラン 農商工 

9B30‐006 北海道 丸高水産(株) 調味料・加工食品 国稀酒造酒粕使用秋鮭粕漬 等、北海道のイタリアンの匠監修惣菜 農商工 

9B30‐007 北海道 (株)わかさや本舗 菓子・デザート 北海道バターリッチ、じゃがバターすいーとぽてと、いも風味   

9B30‐008 北海道 (株)わらく堂 菓子・デザート まるで皮付きスイートポテト   

9B30‐009 青森県 (株) 天の川 調味料・加工食品 ブラックベリー冷凍生果、潰し実、ピューレ、アイス、じゃむ   

9B30‐010 青森県 (株)中村漁業部 調味料・加工食品 
燻製鮭とば、のし鱈、たこロール、真いかするめさき、 
無添加鮭とば、ひめたら、イカの丸干し 

  

9B30‐011 岩手県 (株) カナンフーズ 惣菜・デリカ 前沢牛・短角牛・黒豚・牛すじｺﾗｰｹﾞﾝハンバーグ   

9B30‐012 岩手県 (株)黒川食品 調味料・加工食品 花巻豆腐102 地域資源 

9B30‐013 岩手県 佐々長醸造(株) 調味料・加工食品 老舗の味 つゆ 地域資源 

9B30‐014 秋田県 (株)くまがい卵油研究所 調味料・加工食品 比内地鶏たまごのマヨネーズ、秋田産雑穀各種、雑穀シリアル   

9B30‐015 秋田県 日南工業(株) 調味料・加工食品 
うわてん（鱈しょっつる）、うわてん白だし、比内地鶏つゆ、 
秋田みそ、その他発酵食品（麹等） 

農商工 

9B30‐016 宮城県 (株)石渡商店 調味料・加工食品 気仙沼完熟牡蠣のオイスターソース 地域資源 

9B30‐017 宮城県 (株)海祥 調味料・加工食品 サラダじゃこ、牡蠣のオイル漬け、減塩しらす、「異物選別」   

9B30‐018 宮城県 (有)キマル木村商店 調味料・加工食品 支倉バルシリーズ   

9B30‐019 宮城県 (株)陣中 調味料・加工食品 牛タン丸ごと一本塩麹熟成 地域資源 

9B30‐020 宮城県 (株)東北農都共生総合研究所 調味料・加工食品 小川原湖カニ油 農商工 

9B30‐021 宮城県 (株) 八葉水産 調味料・加工食品 みちのく塩辛   

9B30‐022 宮城県 マルニ食品(株) 菓子・デザート 麺菓子専門店 二階堂製麺所 麺ざくざく 地域資源 

9B30‐023 宮城県 マルヤ水産(株) 調味料・加工食品 東北の食材を使用した「CANNED(キャンド)」シリーズ缶詰   

9B30‐024 宮城県 (株)ヤマトミ 惣菜・デリカ 金華さばのハンバーグ 5種のハーブを使用したトマトソース入り   

9B30‐025 宮城県 豊屋食品工業(株) 調味料・加工食品 宮城県産南蛮みそ漬、青唐辛子みそ、おみ漬、いぶり味たくあん   

9B30‐026 宮城県 ワールドベイクドチーズケーキ 菓子・デザート 簡単盛りつけグルテンフリーのチーズケーキ各種   

9B30‐027 福島県 (株)米夢の郷 調味料・加工食品 白い発芽胚芽米・がんばる家族の十一雑穀・早炊き加工米   

9B30‐028 福島県 (株)ワタスイ 調味料・加工食品 ジャンボなめこの炊き込みご飯の素、ジャンボなめこのたまり漬 農商工 

9B30‐029 山形県 (有)木村屋 菓子・デザート だだちゃ豆を使用した菓子シリーズ「だだちゃ豆右衛門」 地域資源 

9B30‐030 山形県 新栄水産(有) 調味料・加工食品 山形県庄内浜産 金頭だししょうゆ 農商工 

9B30‐031 山形県 (株)出羽 飲料品 
出羽のどぶろく、蕎麦屋の隠し酒 そばどぶ、出羽の蕎麦茶、 
そばの実、荒挽き蕎麦、 

地域資源 



出展者一覧（小間番号・都道府県順） 

 

 
  

小間番号 都道府県 出展者名 カテゴリー 展示製品 三法認定 

9B30‐032 茨城県 (株)あ印 調味料・加工食品 うまみ凝縮製法蒸しタコ、ＭＡＰ包装シリーズ。   

9B30‐033 茨城県 (株)小沢食品 調味料・加工食品 豆富屋さんのうの花こんにゃく 地域資源 

9B30‐034 茨城県 (株)つかもと 菓子・デザート つかもとプレミアム甘なっとう「彩」シリーズ 地域資源 

9B30‐035 茨城県 ピーナッツカンパニー 菓子・デザート ピーナッツクリーム 地域資源 

9B30‐036 茨城県 (株)ふじ屋 菓子・デザート とうもろこしのプリン 地域資源 

9B30‐037 茨城県 
森の石窯パン屋さん 
（(有)きらら館） 

調味料・加工食品 茨城県産米粉と農産物を使った本格パンシリーズ 地域資源 

9B30‐038 栃木県 月星食品(株) 調味料・加工食品 ソースデリシリーズ２６種類 地域資源 

9B30‐039 群馬県 (株)市川食品 調味料・加工食品 タピオカこんにゃく、パスタこんにゃく、冷凍耐用こんにゃく 地域資源 

9B30‐040 群馬県 粕川なっとう（(株)上州農産） 調味料・加工食品 『高級納豆ギフト 粕川納豆』、 『水で戻す納豆』   

9B30‐042 群馬県 根岸物産(株) 調味料・加工食品 半生うどんふじ娘、超ちぢれ中華麺、塩分ゼロうどん等 地域資源 

9B30‐043 群馬県 (株) 北毛久呂保 調味料・加工食品 フルーツこんにゃく 地域資源 

9B30‐044 千葉県 (株)恋する豚研究所 生鮮食材 恋する豚(精肉)   

9B30‐045 千葉県 ボッチ（(株)セガワ） 調味料・加工食品 ピーナッツペーストギフト・からつきゆで落花生・落花生甘露煮   

9B30‐046 東京都 (有) 川人 調味料・加工食品 彩り昆布、磯香、華昆   

9B30‐047 東京都 フードインパクト(株) 調味料・加工食品 果肉入り国産桃シロップ、『本格シロップ』シリーズ   

9B30‐048 東京都 (株)ミールワークスフーズ 調味料・加工食品 アジア式新潟県産「生米麺」 地域資源 

9B30‐049 神奈川県 寿食品(株) 調味料・加工食品 針生姜、いいdeしょうが、べんりdeしょうが、生姜ごはんの素   

9B30‐050 神奈川県 (有)山上蒲鉾店 調味料・加工食品 ①極上蒲鉾（白・赤）②極上蒲鉾ハーフ（白・赤）③いわしつみれ   

9B30‐051 神奈川県 
横浜フランス菓子プチ・フルール 
（(株)横尾商事） 

菓子・デザート 湘南グリーンレモンケーキ/湘南グリーンレモンパイ他 農商工 

9B30‐052 新潟県 (有)かんずり 調味料・加工食品 かんずり   

9B30‐053 山梨県 (株) 旭食品 生鮮食材 ふだんの雑穀シリーズ/贅沢穀類シリーズ/業務用雑穀MIX   

9B30‐054 山梨県 (株) スリーピークス 調味料・加工食品 乾燥サフラン   

9B30‐055 長野県 (株)マルモ青木味噌醤油醸造場 オーガニック・ウェルネス 無添加有機玄米味噌(赤・白)300g 農商工 

9B30‐056 静岡県 (株)一粒万倍 飲料品 常温 繊維入りにんじんりんごレモンジュース 農商工 

9B30‐057 静岡県 佐野製麺(株) 調味料・加工食品 海賊焼   

9B30‐058 静岡県 (株)白形傳四郎商店 調味料・加工食品 茶の実油 GOLD TEA OIL 地域資源 

9B30‐059 静岡県 (資)高福 調味料・加工食品 造り手のこだわったいわし削り節。まぐろ削り節。   

9B30‐060 静岡県 (株) 葉桐 調味料・加工食品 GABA茶、ＥＵ残留農薬基準クリアのお茶、産地生産者明確な日本茶   

9B30‐061 静岡県 (株)浜佐商店 オーガニック・ウェルネス 有機栽培茶各種（ティーバッグ・粉末煎茶・抹茶・冷茶等）   

9B30‐062 岐阜県 小林生麺(株) 調味料・加工食品 グルテンフリー★ケールパスタ   

9B30‐063 岐阜県 (株)巴軒 菓子・デザート とろけるわらび餅・とろけるようかん（栗・安納芋）   



出展者一覧（小間番号・都道府県順） 

 

 

小間番号 都道府県 出展者名 カテゴリー 展示製品 三法認定 

9B30‐064 岐阜県 (有)マグリーフ 調味料・加工食品 鮎塩焼きオイルコンフィ、飛騨牛すじ煮込、鮭サイコロ煮   

9B30‐065 岐阜県 (株)もみじかえで研究所 飲料品 もみじ茶、もみじエキス、もみじスパークリング、ドライもみじ葉 農商工 

9B30‐066 愛知県 小笠原製粉(株) 調味料・加工食品 キリン乾麺、キリンラーメン 農商工 

9B30‐067 石川県 (株)Ante 調味料・加工食品 奥能登揚げ浜塩田 しお、奥能登地サイダー しおサイダー 地域資源 

9B30‐068 石川県 
歳時和菓子 越山甘清堂 
（(株) 越山商店） 

菓子・デザート 米ゲル、米クリームの米加工素材、「どっと」、加賀宝珠 農商工 

9B30‐069 石川県 
能登 なまこや 
（(有)大根音松商店） 

調味料・加工食品 なまこ粥   

9B30‐070 滋賀県 (株)棚橋食品 調味料・加工食品 マメな野菜 ソイ・フロマージュ やまと豆腐  京の女豆腐   

9B30‐071 滋賀県 (株)比叡ゆば本舗ゆば八 調味料・加工食品 比叡ゆば 地域資源 

9B30‐072 滋賀県 (同)横山フードテクノ 調味料・加工食品 ほとんど無塩の醤油様天然調味料(HMSTC)   

9B30‐073 京都府 (株)金市商店 調味料・加工食品 国産はちみつ、海外はちみつ、蜂蜜酒（ミード）、はちみつギフト   

9B30‐074 京都府 佐々木酒造(株) 飲料品 聚楽第 純米大吟醸 地域資源 

9B30‐075 京都府 (株)西出製茶場 飲料品 「レモングラス入り京ふか冠（かぶせ）茶パウダー」 農商工 

9B30‐076 京都府 (有)藤二商会 調味料・加工食品 有機製品と和と洋のお菓子です。   

9B30‐077 兵庫県 神戸瑞穂本舗(株) 調味料・加工食品 冷凍もっちもちの生パスタ   

9B30‐078 奈良県 (株)坂利製麺所 調味料・加工食品 紅白めでたにゅう麺、マグカップ麺ぞうすい、吉野の葛餅   

9B30‐079 和歌山県 (有)深見梅店 調味料・加工食品 有機梅干し、有機調味梅干し、有機梅製品   

9B30‐080 岡山県 (株)鈴木屋 菓子・デザート どらせん、クーク、恋衣せんべい 地域資源 

9B30‐081 岡山県 ノーイン(株) 調味料・加工食品 カフェインレスコーヒー、岡山ご当地珈琲、ホワイトチョコレート   

9B30‐082 広島県 イトク食品(株) 調味料・加工食品 酢しょうが、蜂蜜漬、シロップ、蒸し生姜粉末、蒸し生姜飴 農商工 

9B30‐083 広島県 サンフーズ(株) 調味料・加工食品 ミツワお好みソース、広島風激辛お好みソース、お好み焼お好み村   

9B30‐084 山口県 (株)カン喜 惣菜・デリカ 牡蠣フライ 牡蠣飯の素 殻付き牡蠣グラタン 牡蠣長州漬   

9B30‐085 徳島県 美味フーヅ(株) 調味料・加工食品 外食店舗様向けチルドドレッシング・鳴門鯛ソース 地域資源 

9B30‐086 香川県 (株)共栄食糧 調味料・加工食品 オリーブパスタ 地域資源 

9B30‐087 香川県 
小豆島ヤマイチ 
（(株) 山一商店） 

調味料・加工食品 オリーブ燻製醤油・オリーブ燻製オリーブオイル・オリーブ燻製塩 農商工 

9B30‐088 愛媛県 (有)宇和島屋 調味料・加工食品 無添加彩じゃこ天   

9B30‐089 愛媛県 (株)無双社 調味料・加工食品 
雑穀トマトソース（野菜・椎茸・唐辛子）、雑穀とトマト味噌の万能ソー
ス、熟恋とまとジュース、雑穀とトマトのドレッシング 

農商工 

9B30‐090 高知県 菊水酒造 (株) 飲料品 パクチーのお酒 地域資源 

9B30‐091 高知県 (有)高知アイス 菓子・デザート ゆずシャーベット、ゆず希釈ドリンク、ゆず果汁他 地域資源 

9B30‐092 福岡県 アサヒ醸造(株) 調味料・加工食品 まろやかしょうゆ 地域資源 

9B30‐093 福岡県 (株)イーエム 調味料・加工食品 ふぐのオイル漬 地域資源 

9B30‐094 佐賀県 佐賀冷凍食品(株) 調味料・加工食品 レンジDEステーキ 地域資源 



出展者一覧（小間番号・都道府県順） 

 

 
小間番号 都道府県 出展者名 カテゴリー 展示製品 三法認定 

9B30‐095 長崎県 小浜食糧(株) 菓子・デザート ボンパティのワッフル（百年生姜ワッフル）、長崎銘菓クルス   

9B30‐096 熊本県 千代の園酒造(株) 飲料品 大吟醸 千代の園 エクセル 720ml   

9B30‐097 宮崎県 (株)英楽 調味料・加工食品 宮崎県産夢創鶏 鶏生ハム・鶏たたき   

9B30‐098 宮崎県 (有)協同ファーム 生鮮食材 まるみ豚の業務用パック、豚みそ(常温）、ギフト、精肉   

9B30‐099 鹿児島県 中原水産(株) 調味料・加工食品 枕崎かつおだし茶づけ（枕崎鰹船人めし）   

9B30‐100 沖縄県 琉球黒糖(株) 菓子・デザート 黒糖菓子、チョコ黒糖   

          

［特別出展］ふるさと名物応援宣言       

小間番号 都道府県 出展者名 カテゴリー 展示製品 三法認定 

9B30‐101 
山梨県 
山梨市 

アサヤ食品（株） 飲料品 バルサミコ酢、熟成ワインビネガー、スウィートビネガー桃 地域資源 

（株）Cantina Hiro 飲料品 イタリア種ワイン、巨峰ワイン、ぶどうコンフィチュール 地域資源 

ラガーワイン（株） 飲料品 ラガーワイン、すっぱいぶどう調味料、本格農業体験 地域資源 

9B30‐102 
山口県 
長門市 

ながと物産（合） 調味料・加工食品 ぱくっと魚串   

フジミツ(株) 調味料・加工食品 玉子そぼろ、チーズころん、ムーミンせんべい 地域資源 



特別企画 「プレゼンキッチン」 

①近藤小百合 on プレゼンキッチン 
  ・料理研究家 近藤小百合氏が出展者から提供された素材を組み合わせてオリジナルレシピを開発。 

   会場で調理し、来場者に試食していただきました。 

  ・開催時間：会期中 毎日 13:00～13:40 

 

  ▼近藤 小百合 氏 プロフィール 

   広告代理店勤務中、食品メーカーとの関わりにより食への興味を持つ。 

   2001年よりフードコーディネーターとして、帝国ホテルでのパーティコーディネート、 

   店舗開発、雑誌CM撮影に関わる。 

   2008年より大手料理教室の講師に就任。 

   2012年独立後、料理教室「レリエキッチン」をオープンさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

近藤小百合氏 

1：どら焼き 

■3/6（火）・8（木）実施レシピ 

2：豚と野菜の梅和えソテー 1：タコミンチパスタ 2：サフランスパイスチキン 

＜使用商品＞ 
■9B30-044 
(株)恋する豚研究所／ 
恋する豚 
 
■9B30-079 
(有)深見梅店／オーガニック ねり梅 

＜使用商品＞ 
■9B30-033  
(株)小沢食品／ 
とうふやさんの豆乳おから 
 
■9B30-068  
(株)越山商店／お米クリーム 

＜使用商品＞ 
■9B30-032  
(株)あ印／うま味凝縮蒸したこ 
 
■9B30-077 
神戸瑞穂本舗(株)／ 
冷凍もっちもちのゆで生パスタ 

＜使用商品＞ 
■9B30-054  
(株)スリーピークス／ 
山梨県産 乾燥サフラン 
 
■9B30-082  
イトク食品(株)／ 
国産蒸し生姜粉末 とさいち 

②出展者キッチンステージ 

 出展者によるプレゼンテーションを実施し、来場者に出展製品の試飲・試食を提供しました。 

(有)川人 

神戸瑞穂本舗(株) 

開催日時 参加出展者 

3月6日
(火) 

11:30－11:45 9B30‐086 (株)共栄食糧 

14:45－15:00 9B30‐034 (株)つかもと 

15:45－16:00 9B30‐038 月星食品(株) 

3月7日
(水) 

11:30－11:45 9B30-077 神戸瑞穂本舗(株) 

14:45－15:00 9B30-056 (株)一粒万倍 

15:45－16:00 9B30-031 (株)出羽 

3月8日
(木) 

11:30－11:45 9B30‐046 (有)川人 

14:45－15:00 9B30‐051 
横浜フランス菓子プチ・フルール 
（(株)横尾商事） 

15:45－16:00 9B30‐100 琉球黒糖(株) 

3月9日
(金) 

11:30－11:45 9B30‐097 (株)英楽 

14:45－15:00 9B30‐057 佐野製麺(株) 

■3/7（水）・9（金）実施レシピ 



出展者サポート 

【会期前の出展者サポート】 

■出展者説明会 
 中小企業総合展 in FOODEXの出展者を対象に説明会を開催しました。 

 出展に際しての注意事項の説明や効果的な出展にする為のセミナー等を行いました。 

 また、セミナーは録画し再編集したものを、オンラインセミナーとして出展者向けに配信しました。 

 

18:00 

出展者説明会の様子 

【会期中の出展者サポート】 

■バイヤーとのビジネスマッチングの提供 
 中小企業総合展事務局や中小機構の専門家が、流通や通販・外食チェーンなどのバイヤーを招待し、 

 出展者とのビジネスマッチングを実施しました。 

   

■中小機構の専門家、英語・中国語・韓国語通訳の配置 
 大手商社出身者で海外ビジネス経験豊富な中小機構の専門家をゾーンに配置し、 

 海外展開に関する相談や海外バイヤーとの商談をサポートしました。 

 また、英語・中国語・韓国語の通訳を配置し、海外バイヤーとのスムーズなコミュニケーションをサポートしました。 

  

■覆面サービスチェック 
 現役のバイヤーが希望者のブースを訪れ、身だしなみ、接客態度、売場作り等の「営業力・販売力」について 

 覆面でチェックし、会期後にフィードバックを行いました。 

 

■海外展開相談コーナー 
 中小企業総合展内に海外展開相談のブースを設け、中小機構の専門家が出展者・来場者の海外展開や 

 海外への販路開拓等、海外ビジネスに関する相談を無料で受け付けました。 

 

 

 

通訳 海外展開相談コーナー 

【セミナー内容】 
VMD応用講座/商談に繋がるブース・商材展示術 
株式会社スペースポイント 
代表取締役 中込 美津子 氏 
 

中小企業総合展 in FOODEX 
～出展機会100％徹底活用術2018～ 
マーケティングセバスチャン株式会社  
代表取締役 久積 正道 氏 

■VMD 専門家による展示・演出アドバイス 
 VMD講師・中込美津子氏が、出展者から事前に提出されたブースの展示計画図に添削と講評を入れ、 
 より効果的な展示や演出手法をアドバイスしました。 



出展者サポート 

■中小企業総合展独自のバイヤーズガイドの作成 
 中小企業総合展 in FOODEXでは、主催者発行のガイドブックとは別に、 

 中小企業総合展の出展者情報を掲載した独自のバイヤーズガイドを作成しました。 

 会期中、来場者に配布するとともに、会期前に「中小企業総合展」ホームページにて 

 電子ガイドブックとして掲載することで、バイヤーの来場を促進しました。 

  

表紙 

出展者紹介ページ 

特集ページ 

裏表紙 



出展者サポート 

■新製品ひろば 
 主催者企画「新製品ひろば」に中小企業総合展のコーナーを設け、29社の新製品を展示しました。 

  ・展示場所 9ホール2F 北ホールエスプラナード 

■レシピ動画の作成 
 出展者の商品のうち5社の商品を使用したオリジナルレシピを開発し、 

 動画を制作しました（事前申込制/抽選により決定）。  

 動画は会期中、「プレゼンキッチン」モニターにて上映し、レシピシートを配布。 

 中小企業総合展 in FOODEXの公式サイトでも公開しました。 

 

レシピ動画制作 出展者一覧 

No. 小間番号 出展者名 商品名 

1 9B30－020 株式会社東北農都共生総合研究所 小川原湖カニ油 

2 9B30ー032 月星食品株式会社 炭焼風焦がしにんにくとバターの焼き鳥のたれ 

3 9B30ー044 株式会社恋する豚研究所 恋する豚 

4 9B30ー073 株式会社金市商店 はちみつのお酒 蜜月 

5 9B30ー079 有限会社深見梅店 オーガニックねり梅 

レシピシート 

レシピ動画 



出展者の声・来場者の声 

■来場者の声（来場者アンケートより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

■出展者の声（出展者報告書より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大変満足した 

ある程度満足した 

満足していない あまり満足していない 

出展の満足度 

 ・非常によい経験をさせていただきました。 

 ・色々な要望があることが分かり、弊社の弱点および強化ポイントが見えました。 

 ・ブースがわかりやすく通路も確保されていて、お客様は見やすかったと思います。 

 ・多くの来場者が関心を持って来られるゾーンだと確信しました。 

 ・今後の事業展開につながりそうです。 

 ・参加させていただいたキッチンステージのおかげで、バイヤー様がブースに来ていただき商談につながりました。 

 ・初めての出展だったが全ての面で満足でした。 

 ・「新製品ひろば」からの反応が多かったです。 

大変役に立った 

ある程度役に立った 

全く役に立たなかった あまり役に立たなかった 

来場目的のお役に立ちましたか 

フードサービス 

小売 

通販・ 
ネットスーパー 

商社・卸 

メーカー 

その他 

ホテル・旅館・レジャー 

来場者属性 

 ・探していたものが見つかった。いろいろな情報がもらえた。 

 ・新しいコンセプトの商品を見ることができた。 

 ・大手が持っていないモノを持っていると思います。 

 ・見て回るだけで参考になる。 

 ・細かい目線で商品開発をされているところが良い。 

 ・一度に色々な商品が見られる。 

 ・中小企業の頑張りが見えた。 

 ・普段接点がないメーカーや展示会に出ない生産者と出会える。 

 ・今年のトレンドが分かる。 


