
FOODEX JAPAN 2020（第45回国際食品・飲料展）

中小企業総合展 in FOODEX

開催報告書

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業総合展 in FOODEX事務局

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

2020年2月26日付でFOODEX JAPAN 2020の開催が中止

されたことに伴い、本展示会も同日付で開催を中止しています。
《決定稿》
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１．開催概要

名 称： 中小企業総合展 in FOODEX

目 的：

会 期： 2020年3月10日（火）～13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 11ホール （11C5０－01～63）

FOODEX JAPAN 2020（第45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： 63社

展示内容： ①企業出展

中小企業63社が出展を予定しておりました。

②うまいものがたりキッチンスタジオ

フードコーディネーターによる出展者の製品を用いたレシピを紹介する

予定でした。またMC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・試食を提供する予定でした。

※海外展開相談ブース（10F03）

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る予定でした。

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。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

2020年2月26日付でFOODEX JAPAN 2020の開催が中止

されたことに伴い、本展示会も同日付で開催を中止しています。

FOODEX JAPAN 2020（第45回国際食品・飲料展） 概要

■名 称 ： FODEX JAPAN 2020（第45回国際食品・飲料展）
■会 期 ： 2020年3月10日（火）～13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
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2. 会場情報

FOODEX JAPAN 2020 会場全体図

中小企業総合展 in FOODEX 2020
（11C50-01～63）

11ホール全体図（中小企業総合展 in FOODEX 2020位置）

中小機構輸出相談コーナー
（海外展開相談コーナー）［10F03］
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11ホール入口側

商談コーナー

インフォメーション
特別展示「うまいものがたりステージ]

保
管
ス
ペ
ー
ス

3. 会場レイアウト

共同厨房
商談コーナー

商談コーナー
商談コーナー
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Ａ：受付カウンター

※ 社名板のデザイン、パンチカーペットの色は変更になる場合があります

A：受付カウンター B：展示台 C：展示棚の3種類から基本形をお選びいただけます。

この標準タイプの装備以外は有償オプションとしてご用意しております。

Ｂ：展示台

※ 社名板のデザイン、パンチカーペットの色は変更になる場合があります

5W

「5W」 X 2灯

※前に出す場合は出入口確保のため、W1500をお選びください

※展示台W1500 展示台を通路側に設置する出展者用。W1900と選択可。

（移動可能）

４．基礎小間仕様
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C：展示棚

※ 社名板のデザイン、パンチカーペットの色は変更になる場合があります

A：受付カウンター B：展示台 C：展示棚の3種類から基本形をお選びいただけます。

この標準タイプの装備以外は有償オプションとしてご用意しております。

４．基礎小間仕様
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5．出展者募集

5－１．募集概要

■募集内容
［一般枠］63枠 （1社につき1小間を上限）
募集期間：2019年9月10日（火）～2019年10月4日（金）
・出展募集対象：食品・飲料等の商品を取り扱う中小企業者
・出展者決定方法：応募者から提出された出展審査申込書等をもとに、外部専門家等から構成される審査委員が、

厳正かつ公正な審査を行い、評価点の高い順に総合的に決定。
・出展料：１小間あたり 70,416円（税込）

5－２．募集要項（A4サイズのチラシ 及びデータにて配布）
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6. 出展者一覧

【惣菜・デリカ】

【飲料品・酒類】

【生鮮食品】

【加工魚介類】

【食肉製品】
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【乳製品・乳加工品】

【その他加工食品】

【調味料】

6. 出展者一覧
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【その他食品】

【めん類】

【オーガニック】

6. 出展者一覧
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【菓子・デザート】

6. 出展者一覧
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7. 出展者説明会

●日 程 ： 2019年12月17日（火） 13:00~ （受付 12:30～)

●会 場 : フクラシア丸の内オアゾ Hall B

●プログラム
13:00 開会～主催者挨拶

独立行政法人中小企業基盤整備機構
13:05 概要説明 （独立行政法人中小企業基盤整備機構）
13:20 FOODEX JAPAN2020概要・特別企画説明（一般社団法人日本能率協会）
14:00 セミナー１「食品流通業界トレンド」 （大手商社）
14:50 セミナー２「出店に向けたブース装飾技術～食のVMD～」（VMD専門家）
15:20 出展マニュアル・手続説明（中小企業総合展 in FOODEX 2020事務局）
15:50      個別相談会
16:30    閉会

【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。

■出展者説明会動画
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中小企業総合展 in FOODEXの専用ウェブサイトを制作し、来場予定者に向けて出展者や出展者の商品のアピールを行いました。
出展者検索ページや、電子ガイドブックのほか、商品シートを掲載した出展者詳細ページを用意し、バイヤーに情報を提供しました。

8．会期前サポート

8－１．特設ウェブサイト

●来場者向けページ ●出展者検索ページ

●出展者詳細ページ
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■中小企業総合展独自のバイヤーズガイドの作成（B5版カラー）

中小企業総合展の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。

また、中小企業総合展ホームページに、電子ガイドブックとして掲載し、バイヤーへの情報提供を行いました。

8．会期前サポート

8－2．バイヤーズガイド
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■特別企画 （女性が選ぶ注目食品ランキング）

日常生活の主役である「食品」に対して高い意識を持つ女性たちが注目する商品は？女性たち368名に、中小企業総合展
in FOODEX2020「うまいものがたり」に出展される食品から、2つのテーマで「食べてみたい！」と思うものに投票してもらい、
ガイドブック特別企画として取りまとめた。

調査媒体・みんなのプロジェクト http://minproject.jp/
調査機関2019/11/25～12/3

8．会期前サポート

8－2．バイヤーズガイド

15

http://minproject.jp/


■特別企画 （ フードコーディネーターが予想する「2020年トレンド食品4選」 ）

8．会期前サポート

8－2．バイヤーズガイド

■特別企画 （ 大手食品卸売現役バイヤーが選ぶ「今、取引したい商品！」 ）

大手食品卸売業者で活躍する現役バイヤーが、出展商品の中から取引したい商品を選定し、各商品についてどんな売り場で
売りたいのかのコメントをガイドブックに掲載した。

VMDインストラクター・調理師・フードコーディネーターの林 由希恵氏がネクストトレンドとして、出展者の商品を４品選び、
各商品についてのコメントをガイドブックに掲載した。
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8．会期前サポート

8－3．出展者オンラインセミナー

出展者専用ページにおいて、出展準備に向けたオンラインセミナー動画を掲載した。
また出展準備に役立つちょこっとゼミナールやebizの動画を共有した。
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FOODEX JAPANとは別に中小企業総合展事務局にてバイヤー招聘を行いました。大手商社、百貨店、
スーパーマーケット、ホテル、外食産業などのバイヤー担当102名に対して、中小企業総合展および

出展者の案内をし、会期中のブースへの訪問を働きかけました。

（開催中止に伴い、マッチングには至りませんでした。）

9．会期中サポート

9－１．バイヤー招聘ビジネスマッチング（中止）

9－２．商品力 巡回評価・アドバイス（中止）

中小機構経営支援部の専門家がブースを訪問し、商品の見せ方や提案方法について独自の視点でアドバイスを
行い、後日フィードバックを提供する予定でした。

■企画の募集案内

表 裏

■出展企業8社の申込みがあり、下記のスケジュールで行う予定でした。

・実施日 ３月１１日（水）10：30～15：30
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中小企業総合展ブース入り口付近のキッチンスタジオにて、フードコーディネーターの林 由希恵氏が出展商品
を活用した開発レシピのお披露目および試飲試食を実施する予定でした。会期中 毎日13：15～13：45のス
ケジュールで1日2品、開発レシピ４品の実演・試食を行う予定でした。

9．会期中サポート

9－3．キッチンスタジオ（レシピ提案・実演）（中止）
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お申込み時に、キッチンステージでのプレゼンテーションを希望された出展者17社は、以下のスケジュールにて

1枠30分のプレゼンテーション枠を提供し、MCを交えての商品紹介、展示商品の調理・試食を行う予定でした。

9．会期中サポート

9－4．キッチンスタジオ（出展者プレゼンテーション）（中止）
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9－７．海外展開相談ブース（中止）

中小企業総合展付近に海外展開相談ブース「10F03」を設け、中小機構の専門家が出展者・来儒者の海外展開や

海外への販路開拓等、海外ビジネスに関する無料相談を行う予定でした。

9－６．通訳配置（中止）

中小企業総合展ブース内に、英語・日本語通訳を２名、中国語・日本語通訳を2名、韓国語・日本語通訳を

1名配置し、出展者と海外来場バイヤーとのコミュニケーションのサポートをする予定でした。

9－5．国際化支援アドバイス（中止）

海外事業展開に関する助言が可能な専門家を配置する予定であった。
専門家が総合展ゾーンを巡回し、海外販路を有する来場者（海外バイヤーや海外向け商材を扱う国内バイ
ヤー）と出展者が、商談等対応を行う際に臨席し、海外販路開拓に係る法規制・商慣行・注意事項などの助言
を行う予定でした。また、海外販路を対象とする商談等状況の出展者へのヒアリングを行う予定でした。

9－８．新製品ひろば（FOODEX JAPAN 2020企画）（中止）

「FOODEX新製品ひろば」に中小企業総合展として30枠を確保し、展示ショーケースを設置して、来場者の目に

触れやすいコーナーで新製品PRの機会を提供する予定でした。

（対象は会期の前後３ヵ月以内に発売される製品。）

新製品ひろばには、中小企業総合展出展者のうち、２７社が展示予定でした。

●「FOODEX新製品ひろば」イメージ

掲載出展者名和文

月星食品

浜佐商店

さかもと

坂利製麺所

食のかけはしカンパニー

土佐名産会

三輪そうめん小西

水月堂物産

北毛久呂保

城北麺工

比叡ゆば本舗ゆば八

市岡製菓

シックス・プロデュース

秋田まるごと加工

●「FOODEX新製品ひろば」申込出展者（27社）

掲載出展者名和文

つむぎや/土田物産

山野井

株式会社葉桐

日向屋

小沢食品

イトク食品

新栄水産

ＰＬＵＳ

樽の味

半澤鶏卵

三宝産業

宝山九州

ヤマイチ商店



■日本能率協会、FOODEX JAPAN 2020 告知ページ

１0. 新型コロナウイルス感染症に関する対応

■中小企業総合展 in FOODEX 告知ページ
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