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名 称： 中小企業総合展 in FOODEX 2021

目 的：

会 期： 2021年3月9日（火）～12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 7ホール（７C１０－０１～５９）

FOODEX JAPAN 2021（第46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： 59社

展示内容： ①企業出展

中小企業59社が出展しました（うち、6社は新型コロナウイルス感染症感染防止の事由

による出展辞退のため、パネル展示のみ）。

②特別展示「キッチンスタジオ」

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・

試食を提供しました。また、出展商材を組み合わせたオリジナルレシピを考案し、

フードコーディネーターが実演、試飲・試食を提供しました。

③受付・アンケートコーナー

※このほか、中小企業総合展ゾーン外（6B22）に海外展開相談コーナーを設置し、

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 2021（第46回国際食品・飲料展） 概要

■名 称 ： FOODEX JAPAN 2021（第46回国際食品・飲料展）
■会 期 ： 2021年3月9日（火）～12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4～8）
■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： 1,313社 1,459小間
■来場者数 ： 25,754名

3月9日 (火 )     曇り 5,339人
3月10日 (水 )   晴れ 6,722人
3月11日 (木 )   晴れ 7,112人
3月12日 (金 )   曇り 6,581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した。
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会場情報
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FOODEX JAPAN 2021

7～8ホール全体図（中小企業総合展 in FOODEX 2021位置）

中小企業総合展 in FOODEX 2021
（7C10）



会場レイアウト

共同
保管スペース

共同厨房

32 2223/24

25/33

受付
アンケートコーナー

キッチンスタジオ
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基本小間仕様

A：受付カウンター B：システム展示台① C：システム展示台② D：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：1小間あたり 4日間 70,416円（税込）

Ａ：受付カウンター

Ｂ：システム展示台①

■基本小間内仕様
①パンチカーペット
②受付カウンター(W900×D450×H800)×1台
③LEDアームスポット(15W)×2灯
④電源コンセント (1000W) 100V×2口
⑤社名板(スチレンW1600×H300)×1枚

■基本小間内仕様
①パンチカーペット
②システム展示台

(W1980(W990+W990)×D990×H900)×1式
③LEDアームスポット(15W)×2灯
④電源コンセント (1000W) 100V×2口
⑤社名板(スチレンW1600×H300)×1枚
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基本小間仕様

Ｃ：システム展示台②

D：標準棚

■基本小間内仕様
①パンチカーペット
②システム展示台

(W1485(W990+W495)×D495×H750)×1式
③LEDアームスポット(15W)×2灯
④電源コンセント (1000W) 100V×2口
⑤社名板(スチレンW1600×H300)×1枚

■基本小間内仕様
①パンチカーペット
②棚板(W985×D300)×2枚
③LEDアームスポット(15W)×2灯
④電源コンセント (1000W) 100V×2口
⑤社名板(スチレンW1600×H300)×1枚



出展者一覧（小間番号）
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出展者一覧（小間番号）
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特別企画 「キッチンスタジオ」

(有)川人

神戸瑞穂本舗(株)

FOODEX JAPAN来場バイヤーの方々に「中小企業総合展」ゾーンへの興味喚起と出展者ブースへの誘引を

行うため、今回は「キッチンスタジオ」を設置しました。

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 由希恵が出展商品を組み合わせたオリジナ

ルレシピを開発し、進行ディレクター1名、MC1名、試飲試食スタッフ3名、フードコーディネーター1名＋

アシスタントの体制で、キッチンスタジオで調理実演と試食を行いました。

また、出展者による自社商品を利用したレシピの実演・試食も行いました。

（株）茜丸

佐野製麺（株）
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特別企画 「キッチンスタジオ」

■キッチンスタジオ実演レシピ

■キッチンスタジオタイムスケジュール
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特別企画 「キッチンスタジオ」

↑ レシピに利用する出展企業の商品を

フードコーディネーターの林由希恵さんがご紹介

上部の反射鏡で調理のテーブルの様子が見れます →

↑ レシピに利用した出展企業の商品と盛付例

↑ ↑

MCさんとの楽しい掛け合いトークで、調理が進んで行きました

↑ 出来上がったレシピをご試食頂きました

実演の様子
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特別企画 「キッチンスタジオ」（出展者プレゼン）

実演の様子

↑小間番号01 神戸瑞穂本舗（株） ↑小間番号02 小林生麺（株）

↑小間番号05 佐野製麺（株） ↑小間番号09 アドバンス（株）

小間番号08 （株）三輪そうめん小西

↑小間番号20

（株）夢工房

↑小間番号45

柳川冷凍食品（株）

↑小間番号54

FUTURENAUT（同）
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出展者サポート

【特別セミナー内容】

「出展者とバイヤーの両視点から捉える、
五味商店の展示会活用アドバイス」

中小企業総合展 in FOODEX 2021
出展者説明会

株式会社五味商店 寺谷 健治氏

■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（全てオンライン）

コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、今回の説明会は全て出展者専用Webページ上のオンデマンド
配信にて中小企業総合展 in FOODEX 2021の出展者様にご覧頂く形としました。
各種配布物もこのWebページからダウンロードして頂けるようにし、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テクニックなど3種の動画をご用意しました。
出展者ブースについては、デモブースを動画で紹介をし、サイズなどがわかるようにいたしました。
また併せて、特別セミナーの動画も出展者向けに配信しました。

【デモブース説明内容】
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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

中小企業総合展 in FOODEX 2021 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

裏表紙

出展者サポート

出展者紹介ページ

■デモブースのイメージ動画

毎年、出展者説明会ではデモブースを立ち上げて、実物大の大きさを体感いただいておりましたが、今年
度は実際にデモブースをご覧いただくことができないため、倉庫にて基本小間仕様に基づいたデモブース
を立ち上げ、短い動画にまとめました。

デモブースの動画をご覧いただくことで、会期当日のイメージを膨らませていただき、ブース内のレイア
ウトの参考にしていただけるよう、イメージ動画をWebサイトにアップしました。
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出展者サポート

【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
中小企業総合展ゾーン外（6B22）に海外展開相談のブース（ブース名称：中小機構輸出支援コーナー）
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。

商談の様子

通訳 国際化支援アドバイス
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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、出展者の中から15社（うち
1社辞退のため展示無し）の新製品を展示しました。

・展示場所 ４ホール
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大変役に立った
32%

ある程度役に立った
53%

あまり役に立た

なかった
2%

回答なし
13%

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

小売

通販・
ネットスーパー

商社・卸

その他
フードサービス

■出展者の声（出展報告書より）

来場目的のお役に立ちましたか来場者属性

・初めて知った会社様と出会えたため、とても参考になりました。
・今話題の商品や各企業の一押し商品など知ることができた。
・これまでよりアイデア、付加価値を意識した商品が増えた。
・小ロットの特産品が色々あって可能性を感じました。
・自分の店にこもりきりだと視野がせまくなるので、いい刺激になります。
・コロナで来場者が少ないのでゆっくり話が聞けた。こんな商品があったのかと考えさせられた。
・展示商品が幅広く、ヒントになることが多かった。
・各都道府県産品や各メーカーの商品を見ることができるので。
・お目当ての仕入先さんに会えた。
・食品衛生面も勉強になった。
・今後の検討課題について参考になった。
・新しいサービスを企画できる内容があった。

・我々のような小さい会社には最高の企画コンテンツです。これからもよろしくお願いします。
・コロナ禍の中丁寧にご対応頂きとても良い商談が多くできました。
・試食が出来た事がたいへん良くキッチンスタジオでのコラボ食材での紹介も良かったと思います。
・リーズナブルな価格なので、私共でも出展する事が出来ました。次の機会にもぜひ出展したいです。
・海外支援アドバイザーの方から海外進出や輸出入に関して大変参考になるアドバイスを頂きました。
・コロナ禍の中で、思っていた以上に集客は多かったように思う。今後の営業フォロー次第だが、新規
取引を早期に開始したい顧客も数社あり、そのあたりは成果につながりそうである。
・成果に繋がるよう、イベント終了後に働きかけを行っていきます。
・初出展でしたが、卸問屋数社様とつながれました。
・毎日スタッフの皆様に声がけ頂き、リラックスして参加できました。
・一貫して良いご対応をいただきました。ありがとうございました。次回も出展したいです。

大変満足した

51%

ある程度満足した

49%

出展の満足度

メーカー・生産者

15%

商社・卸

20%

通販・ネットスーパー

7%

小売

15%

フードサービス

23%

ホテル・旅館・レジャー

5%
その他

15%
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会場の様子

入口

受付カウンター

通路
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会場の様子

各ブース


