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FOODEX JAPAN 2019（第44回国際食品・飲料展）

中小企業総合展 in FOODEX

開催報告書



名 称： 中小企業総合展 in FOODEX

目 的：

会 期： 2019年3月5日（火）～8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 （９Ｂ３０－００１～１０２）

FOODEX JAPAN 2019（第44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

出展者数： 一般出展 99社（一般出展 70社、特別枠出展 29社）

※特別枠： 平成30年7月豪雨、平成30年台風21号、北海道胆振東部地震により被害を受けた

中小企業者

うち、三法認定企業 41社 (新連携 1社、地域資源活用 25社、農商工連携 16社）

特別出展 2団体（長野県塩尻市 4社、山梨県北杜市 4社）

展示内容： ①企業出展

中小企業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（8社）が出展しました。

③特別展示「うまいものがたりステージ」

MCとリポーター進行のもと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。

開催概要

FOODEX JAPAN 2019（第44回国際食品・飲料展） 概要

■名 称 ： FODEX JAPAN 2019（第44回国際食品・飲料展）
■会 期 ： 2019年3月5日（火）～8日（金） ４日間
■時 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： 3,316社／4,554ブース
■来場者数 ： 80,426名

3月6日 (火 )   晴れ 18,556人
3月7日 (火 )   くもり 後 雨 21,456人
3月8日 (火 )   雨 後 くもり 21,061人
3月9日 (火 )   晴れ 19,353人

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。



3．会場位置
会場情報



3．出展者小間位置

9ホール入口側

海外展開相談コーナー 商談コーナー
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基本小間仕様

A：展示台 B：システム展示台 Ｃ：標準棚の３種類から基本形を選んで頂きました。

※どれも不要の場合は、展示台・壁面パネルを除いた仕様で提供。

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

Ａ：展示台

Ｂ：システム展示台



基本小間仕様

Ｃ：標準棚



4．出展者一覧 （1/7）

【北海道エリア】

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 展示商品名 出展カテゴリー 特別枠 三法事業

9B30-001 北海道 網走ビール(株) 流氷ドラフト  飲料品 ★

9B30-002 北海道 (株)医食同源
がごめ昆布のお惣菜手造りセッ

ト
惣菜・デリカ ★

9B30-003 北海道 (株)魚長食品
いかめし、塩辛、地ビール、道

産水産加工品
加工魚介類 ★

9B30-004 北海道 栄興食品(有)
鮭とろ【１００g、１２０g、

３００g】
加工魚介類 ★

9B30-005 北海道 (株)キットブルー
北海道産高級干海参（乾燥ナマ

コ）
加工魚介類 ★

9B30-006 北海道 (有)香遊生活
有機オホーツクカモミール®

Royal First Flush
オーガニック・ウェルネス ★

9B30-007 北海道 榮屋(株) いももち、ポテバタ 菓子・デザート ★

9B30-008 北海道 (株)四季舎 北海道　窯だしスイートポテト 菓子・デザート ★

9B30-009 北海道 昭和製菓(株)

主にチーズケーキ、カステラ、

クッキー、キャンディー、プリ

ン、ゼリーなど。

菓子・デザート ★ 農商工

9B30-010 北海道 高橋農園
高橋農園の産直野菜シリーズ

『FRESH or GRILL』
生鮮食材 ★

9B30-011 北海道 月寒あんぱん本舗((株)ほんま)
月寒あんぱん・月寒ドーナツ、

寒月
菓子・デザート ★

9B30-012 北海道 ニセコ髙橋牧場((株)髙橋牧場)
のむヨーグルト、各種チーズ、

菓子、他業務用乳製品
加工食品 ★

9B30-013 北海道 フォレスト・ベリー農園((株)遠藤組)
シーベリージュース・フルーツ

ソース・ブレッドペースト
オーガニック・ウェルネス ★ 地域資源

9B30-014 北海道 (株)北海道バイオインダストリー
北海道のかぼちゃの種から搾っ

たオイル
調味料 ★ 農商工

9B30-015 北海道 (株)誉食品 数の子松前漬 加工魚介類 ★

9B30-016 北海道 丸高水産(株)
北海道発高品質急速凍結品ブラ

ンド「瞬造くん」シリーズ
加工魚介類 ★ 農商工

9B30-017 北海道 (株)マルデン

鮭ジャーキー、鱈ジャーキー、

鮭定塩フィレ、その他地魚加工

品

加工魚介類 ★ 農商工

9B30-018 北海道 ロマンス製菓(株)
ソフトキャンディ（甘酒・ラム

レーズン）　塩べっこう飴
菓子・デザート ★

9B30-019 北海道 (株)わかさや本舗

北海道バターリッチ、いも風

味、じゃがバターすいーとぽて

と他

菓子・デザート ★



4．出展者一覧 （2/7）

【東北エリア】

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 展示商品名 出展カテゴリー 特別枠 三法事業

9B30-020 青森県 (株)天の川

ブラックベリー冷凍生果、潰し

実、ピューレ、アイス、じゃ

む、ソース

加工食品 地域資源

9B30-021 青森県 (株)木戸食品

ほたて塩焼45ｇ・ほたての一

夜ぼし40ｇ・ほたてのしぐれ

煮

加工食品

9B30-022 青森県 (株)スターリングフーズ

津軽完熟林檎ジュース白ラベ

ル、津軽完熟林檎ジュース紙

パック

 飲料品

9B30-023 青森県 中村漁業部

真いかすだれ、鮭とばスライ

ス、たこロール、のし鱈、真イ

カ焼きミミ、ピリ辛焼き足、無

添加ひめたら、鮭とばスティッ

加工魚介類

9B30-024 岩手県 久慈ファーム（有） 折爪三元豚・佐助（精肉） 食肉製品 地域資源

9B30-025 岩手県 佐々長醸造(株) 岩手名産　老舗の味 つゆ 調味料 地域資源

9B30-026 宮城県 (株)かね久
仙台発祥牛たんコロッケ　仙台

味噌仕立て
惣菜・デリカ 地域資源

9B30-027 宮城県 (株)陣中
仔牛の牛タン丸ごと一本塩麹熟

成
食肉製品 地域資源

9B30-028 宮城県 水月堂物産(株) ハーフシェルのほや刺し 加工魚介類 地域資源

9B30-029 宮城県 (株)東北農都共生総合研究所 小川原湖カニ油 調味料 農商工

9B30-030 宮城県 (株)ヤマトミ
金華さばのハンバーグ、さばフ

レーク、煮焼き穴子
加工魚介類 地域資源

9B30-031 山形県 新栄水産(有)
山形県庄内浜産　金頭だししょ

うゆ
調味料 農商工

9B30-032 山形県 (株)米沢食肉公社

米沢牛、山形県産豚、米沢牛入

サラミ、DLG金賞受賞ウイン

ナー

食肉製品 地域資源

9B30-033 福島県 (有)おのづか食品 お惣菜（煮魚、煮物等） 惣菜・デリカ



4．出展者一覧 （3/7）

【関東エリア】

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 展示商品名 出展カテゴリー 特別枠 三法事業

9B30-034 茨城県 (株)あ印
うまみ凝縮製法蒸しタコ、ＭＡ

Ｐ包装シリーズ。
加工魚介類

9B30-035 茨城県 (株)小沢食品 豆富屋さんのうの花こんにゃく 加工食品 地域資源

9B30-036 茨城県 (株)つかもと
つかもとプレミアム甘なっとう

「彩」シリーズ
菓子・デザート

地域資源

農商工

9B30-037 茨城県
パラダイスビアファクトリー((株)オー

ルフィールズ)

自然栽培麦芽＆鹿島神宮の御神

水使用のクラフトビール「弥

栄」

 飲料品 地域資源

9B30-038 栃木県 天鷹酒造(株)
有機日本酒、日本酒、その他醸

造酒など。
 飲料品

9B30-039 群馬県 (株)市川食品

タピオカ風こんにゃく、パスタ

こんにゃく、冷凍耐用こんにゃ

く、ばた練りこんにゃく

加工食品 地域資源

9B30-040 群馬県 くろほのこんにゃく((株)北毛久呂保)

タピオカ風蒟蒻、こんにゃく

ジャーキー、ブルーベリー風蒟

蒻

加工食品 地域資源

9B30-041 群馬県 (株)糀屋 糀屋藤平の甘酒  飲料品 地域資源

9B30-042 群馬県 根岸物産(株)
半生うどんふじ娘、超ちぢれ中

華麺、塩分ゼロうどん等
めん類 地域資源

9B30-043 埼玉県 つむぎや(土田物産(株))
焼そば革命、温つむぎうどん・

そば、埼玉小麦おかし
めん類

9B30-044 東京都 (株)MNH
プリントマシュマロ、プリント

ラムネ、たまカリーネ
菓子・デザート

9B30-046 東京都 (株)ミールワークスフーズ 新潟県上越市産「生米麺」 めん類 農商工

9B30-047 新潟県 越後しらたま本舗(株)

雪室貯蔵の白玉粉、白玉粉、白

玉棒、韓国餅（トック・トッポ

ギ）

加工食品

9B30-048 新潟県 (有)かんずり かんずり 調味料

9B30-049 山梨県 (株) 旭食品
贅沢穀類シリーズ/ふだんの雑

穀シリーズ/業務用雑穀MIX
加工食品



4．出展者一覧 （4/7）

【中部エリア】

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 展示商品名 出展カテゴリー 特別枠 三法事業

9B30-050 長野県 (株)マルモ青木味噌醤油醸造場
有機玄米味噌(赤・白)300g・

日本国産みそ500g
オーガニック・ウェルネス

9B30-051 岐阜県 小林生麺(株)
グルテンフリーインスタント

ラーメン
オーガニック・ウェルネス

9B30-052 岐阜県 ＰＬＵＳ(株)
グルテンフリー ライス （パス

タ、クッキー・ラスク）
オーガニック・ウェルネス ★

9B30-053 岐阜県 (有)マグリーフ

飛騨牛巻き高麗人参、飛騨牛す

じ煮込み、鮎塩焼きオイルコン

フィ

惣菜・デリカ

9B30-054 岐阜県 (株)もみじかえで研究所

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

 飲料品 農商工

9B30-055 岐阜県 山栄食品工業(株) やわらかチーズ帆立120ｇ 加工魚介類

9B30-056 静岡県 佐野製麺(株) 海賊焼　海賊ラーメン めん類

9B30-057 静岡県 (資)高福
造り手のこだわったいわし削り

節。まぐろ削り節。
加工魚介類

9B30-058 静岡県 (株)葉桐

GABA茶、ＥＵ残留農薬基準ク

リアのお茶、産地生産者明確な

茶

オーガニック・ウェルネス

9B30-059 静岡県 (株)浜佐商店
有機栽培茶各種（ティーバッ

グ・粉末煎茶・抹茶・冷茶等）
オーガニック・ウェルネス

9B30-060 愛知県 (有)木村農園
矢生姜（はじかみ）金時粉生

姜・金時生姜ジャム
オーガニック・ウェルネス 農商工

9B30-061 愛知県 (株)金トビ志賀 金トビめん(乾麺)、小麦粉 めん類 地域資源

9B30-062 愛知県 (株)コモ

おぐら小町、スイートポテト小

町、デニッシュチョコ、毎日ク

ロワッサン

菓子・デザート

9B30-063 愛知県 三州三河みりん((株)角谷文治郎商店)
三州三河みりん・有機三州味

醂・三州梅酒（濃醇・辛口）
調味料

9B30-064 愛知県 (有)星野水産
エイの唐揚、エイのパテ、めひ

かり唐揚、魚介類のオイル漬け
加工魚介類 農商工

9B30-065 愛知県 (株)隆祥房
国産小麦の餃子皮・国産小麦の

春捲皮
オーガニック・ウェルネス

9B30-066 三重県 辻製油(株)
フレーバーオイル、黒にんにく

ドレッシング、新感覚調味料
調味料 農商工



4．出展者一覧 （5/7）

【近畿エリア】

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 展示商品名 出展カテゴリー 特別枠 三法事業

9B30-067 滋賀県 ㈱比叡ゆば本舗ゆば八 比叡ゆば 加工食品 地域資源

9B30-068 京都府 大江山食品(株)
京野菜　万願寺甘とうのかまど

炊き佃煮
加工食品 ★

9B30-069 京都府 (株)金市商店

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

加工食品

9B30-070 京都府 (株)小林ふぁ～む
とまとのじゅ～す、とまとのぺ

～すと
 飲料品 ★

9B30-071 京都府 佐々木酒造(株) 聚楽第　エクストラプレミアム  飲料品 地域資源

9B30-072 京都府 (有)藤二商会

ステックタイプ柚子グリーン

ティー、ステックタイプジン

ジャーグリーンティー

オーガニック・ウェルネス ★

9B30-073 大阪府 (株)茜丸
茜丸むらさきいもあん（鹿児島

県産むらさきさつまいも使用）
加工食品

9B30-074 大阪府 ＮＳＷ(株)
ピクルス各種、ピクルスギフト

セット
加工食品 ★ 地域資源

9B30-075 大阪府 小倉屋(株)

ふりかけとろろ昆布、極細切り

汐吹き昆布、バッテラ・白板昆

布等

加工食品

9B30-076 大阪府 (株)さかもと
ダルス、こざかなDeli、手作り

西京漬、かるしおシリーズ
加工魚介類

9B30-077 兵庫県 神戸瑞穂本舗(株) 冷凍もっちもちの生パスタ めん類

9B30-078 兵庫県 明和(株)
食物繊維入り手延べ麺（一生健

麺）
めん類

9B30-079 奈良県 (株)坂利製麺所
坦々にゅう麺、紅白めでたにゅ

う麺、吉野の葛餅
めん類

9B30-080 奈良県 (株)三輪そうめん小西

三輪素麺鳥居誉・三輪素麺杉鳥

居極細・みわのにじ・三輪乃夏

など

めん類



4．出展者一覧 （6/7）

【四国エリア】

【中国エリア】

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 展示商品名 出展カテゴリー 特別枠 三法事業

9B30-081 鳥取県 ブリリアントアソシエイツ(株)

ピンク華麗・ピンク醤油・ピン

クだし・ピンクわさび・ピンク

の乾杯酒・ピンクライス

加工食品 農商工

9B30-082 岡山県 (株)南国自然農園
美しい眠り「プレミアムきび

酢」
オーガニック・ウェルネス ★

9B30-083 岡山県 (株)卵娘庵 平飼い有精卵・本気かすてーら 菓子・デザート ★

9B30-084 広島県 サンフーズ(株)

ミツワお好みソース他ソース

類、冷蔵・冷凍お好み焼「お好

み村」

調味料

9B30-085 広島県 田中食品(株)
旅行の友、わさび飯ふりかけ、

無添加ふりかけ20袋入
加工食品

9B30-086 広島県 (株)みなり
のどぐろふりかけ、茶漬け、炊

き込みご飯の素
加工食品 ★

9B30-087 広島県 盛川酒造(株)

白鴻 純米吟醸ブルーボトル、

白鴻 艶肌梅酒、白鴻 酒粕ペー

スト

 飲料品 ★

9B30-088 山口県 (株)藤フーズ
MMスープ　とうもろこしの贅

沢ポタージュ
加工食品

小間番号 都道府県 出展者名 展示商品名 出展カテゴリー 特別枠 三法事業

9B30-089 徳島県 美味フーヅ(株)
チルドドレッシング&なるとパ

スタソース
調味料 地域資源

9B30-090 香川県 (株)共栄食糧 オリーブパスタ 加工食品 地域資源

9B30-091 香川県 (株)さぬきシセイ
香川県産小麦　さぬきの夢

100％使用　讃岐うどん　他
めん類

9B30-092 香川県 小豆島ヤマイチ((株)山一商店)

もみじ葉燻製ドレッシング・オ

リーブ燻製醤油・オリーブオイ

ル

調味料 農商工

9B30-093 高知県 菊水酒造 (株) ヨーグルトのお酒  飲料品 ★

新連携

地域資源

農商工



4．出展者一覧 （7/7）

【特別出展】

【九州・沖縄エリア】

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 展示商品名 出展カテゴリー 特別枠 三法事業

9B30-094 福岡県 (株)七尾製菓
クリームサンド　抹茶、　フレ

ンチ抹茶パピロ
菓子・デザート

9B30-095 長崎県 小浜食糧(株)
長崎銘菓クルス・ボンパティの

ワッフル
菓子・デザート

9B30-096 熊本県 (株)千興ファーム 鮮馬刺し　線切り　50 食肉製品 農商工

9B30-097 宮崎県 ミツイシ(株) 日向夏ドレッシング 調味料

9B30-098 沖縄県 (株)食のかけはしカンパニー

長期熟成無添加鶏ハム、島どう

ふプリン、まるでチーズな島ど

うふ

加工食品 地域資源

9B30-099 沖縄県 (有)渡具知
シークヮーサー果実まるごとパ

ウダー　　フルポンドレソース
加工食品 地域資源

9B30-100 沖縄県 琉球黒糖(株)

黒糖菓子（ミントこくとう

等）、チョコ黒糖（チョコっ

とぅ。等）

菓子・デザート

小間番号 都道府県 出展者名 展示商品名 出展カテゴリー 特別枠 三法事業

9B30-101 長野県 長野県塩尻市 塩尻・桔梗ヶ原のワイン ふるさと名物応援宣言

9B30-101 長野県 (株)アルプス
ミュゼドゥヴァン松本平ブラッ

ククイーン
ふるさと名物応援宣言

9B30-101 長野県 (株)井筒ワイン 井筒ワインNACメルロー2017 ふるさと名物応援宣言

9B30-101 長野県 信濃ワイン(株)
ナイアガラ・シュール・リー、

奏音(かのん）赤辛口
ふるさと名物応援宣言

9B30-101 長野県 五一わいん((株)林農園) 五一わいん　ゴールド　赤 ふるさと名物応援宣言

9B30-102 山梨県 山梨県北杜市

豊かな水の恵みと、そこから生

まれるおいしい酒、そばなど加

工品

ふるさと名物応援宣言

9B30-102 山梨県 関東食品工業株式会社 ソーセージ・ハム・ベーコン ふるさと名物応援宣言

9B30-102 山梨県 (有)久保酒店
つちのね　ＩＲＯＤＯＲＩ

ミックスジュース
ふるさと名物応援宣言

9B30-102 山梨県 白州屋まめ吉(株) ソイココナッツヨーグルト ふるさと名物応援宣言 地域資源活用

9B30-102 山梨県 （有）横内製麺
手もみほうとう、かぼちゃほう

とう、カップほうとう
ふるさと名物応援宣言 地域資源活用



特別企画 「うまいものがたりステージ」

(有)川人

神戸瑞穂本舗(株)

■ 参加者及びスケジュール

MCとリポーター進行のもと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。

（株）茜丸

佐野製麺（株）

3月5日(火） 3月6日(水） 3月7日(木） 3月8日(金）

9B30-032　米沢食肉公社 9B30-090　共栄食糧 9B30-056　佐野製麺
9B30-043

つむぎや（土田物産）

豚肉しゃぶしゃぶ オリーブパスタ 海賊焼き(イカスミ焼きそば) 焼きそば革命

9B30-027　陣中 9B30-021　木戸食品 9B30-069　金市商店
9B30-029

東北農都共生総合研究所

牛タン仙台ラー油 ほたて塩焼き はちみつのお酒 小川原湖カニ油

9B30-077　神戸瑞穂本舗 9B30-032　米沢食肉公社 9B30-077　神戸瑞穂本舗 9B30-056　佐野製麺

冷凍もっちもちパスタ 豚肉しゃぶしゃぶ 冷凍もっちもちパスタ 海賊焼き(イカスミ焼きそば)

9B30-074　NSW 9B30-044　MNH
☆9B30-081

ブリリアントアソシエイツ
9B30-015　誉食品

水なすピクルス スーパーコオロギ玄米スナック ピンク珈琲キャンディ 紅鮭の石狩漬

9B30-002　医食同源
9B30-081

ブリリアントアソシエイツ
9B30-073　茜丸 9B30-088　藤フーズ

がごめ昆布おかず手作りセット ピンク華麗＋ピンク珈琲キャンディ 抹茶あん入りパン MMスープ

9B30-004　栄興食品 9B30-069　金市商店 　9B30-090　共栄食糧 9B30-004　栄興食品

鮭とろごはんのせ はちみつのお酒 オリーブパスタ 鮭とろごはんのせ

9B30-027　陣中
9B30-029

東北農都共生総合研究所
9B30-002　医食同源

牛タン仙台ラー油 小川原湖カニ油 がごめ昆布おかず手作りセット

9B30-073　茜丸 9B30-062　コモ

抹茶あん入りパン 毎日クロワッサン

15:30 ～ 16:00

14:30 ～ 15:00

15:00 ～ 15:30

13:30 14:00～

14:00 14:30～

11:30 ～ 12:00

13:00 ～ 13:30

時間

11:00 ～ 11:30



出展者サポート

【セミナー内容】
ＦＯＯＤＥＸ JAPAN 2019主催者による
展示会の効果的な活用方法についてのセミナー

一般社団法人日本能率協会 産業振興センター
馬場 幹雄様

出
展
者
説
明
会
の
様
子

■オンラインセミナー

展示会の出展を決定してから、当日までの準備、また当日のお客様への対応から

アフターフォローまでの流れを３本の動画にまとめました。

【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、出展者向けに配信しました。

■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 特集ページ

出展者紹介ページ 裏表紙



出展者サポート

海外展開相談コーナー

【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。

■商品評価・アドバイス会
業界の専門家や現役バイヤーが希望者のブースを巡回し、商品の評価や販路開拓に関するアド
バイスを行いました。

■国際化支援アドバイス
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。

■通訳の配置
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。

■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

商談の様子



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、32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



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）

大変満足した

ある程度満足した

あまり満足していない

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

来場目的のお役に立ちましたか

小売

通販・
ネットスーパー

商社・卸

その他
フードサービス

来場者属性

フードサー

ビス24%

小売

19%

6%

商社、卸

16%

メーカー

17%

5% その他

13%

通販・ネットスーパー

ホテル・旅館・レジャー

大変役に立った

33%ある程度役に

立った

65%

2%

・新しそうな商品が多数出品されている。
・自分の地域の特産品と同じ物があり、食べ方の提案が色々と知る事ができた。
・普段見ることができない商品が見られた。
・普段使用していない食材が多数あった。
・出展数も多くて充実している。
・新しい素材をみることができた。
・複数のアイディアにつながった。
・加工品の需要を見ることができた。加工ルートの参考にすることができた。
・各企業(メーカー)とお話ができるので役に立つ。
・まったく意識していなかった材料に出会えた。

■出展者の声（出展報告書より）

大変満足した

40%ある程度満足

した

54%

6%

・思ってたより多くの方と名刺交換ができ、今後の販売開拓につながると感じた。
・輸出の商談が多く出来た。
・海外の企業の方を中心に商談させていただきましたが、とても積極的で熱を感じました。
・新商品の反応を伺えた。
・既にお取引のある東京周辺の業者にほとんどお会いすることができた。
・新しい出会いがあり、これからの方向性も見えてきた。
・期待していた以上の大手企業との商談が出来た。
・中小企業総合展に対するバイヤーの期待度が高いと感じた。
・新規引き合いや既存な取引先との商談も出来、今後の販路拡大に期待が持てました。



会場の様子

■入口

■受付カウンター

■通路



会場の様子

■各ブース


