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FOODEX JAPAN 2022（第47回国際⾷品・飲料展）
中⼩企業総合展 in FOODEX 2022

開催報告書



名 称︓ 中⼩企業総合展 in FOODEX 2022
⽬ 的︓ 本事業は、中⼩企業・⼩規模事業者の販路開拓⽀援を⾏うため、中⼩機構が国内

有数の⺠間主催⼤規模専⾨展⽰会に中⼩企業総合展として集合出展する場を設け、
出展企業が製造・開発した⾷品・飲料等（消費財）を展⽰し、バイヤーとの商談
機会を提供することで、出展企業の更なる成⻑に繋げることを⽬的とする。

会 期︓ 2022年3⽉8⽇（⽕）〜11⽇（⾦） ＊4⽇間
※18都道府県においてまん延防⽌措置実施期間中での開催

時 間︓ 10:00〜17:00（最終⽇は16:30まで）
会 場︓ 幕張メッセ ６ホール（６C２０－０１〜５９）

FOODEX JAPAN 2022（第47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、5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）。

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、中⼩企業総合展外（3B62）に輸出⽀援コーナーを設置し、

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 2022（第47回国際⾷品・飲料展） 概要

■名 称 ︓ FOODEX JAPAN 2022（第47回国際⾷品・飲料展）
■会 期 ︓ 2022年3⽉8⽇（⽕）〜11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 （展⽰ホール1〜6）
■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︓ 1,485社 1,784⼩間
(国内836社1,082⼩間、海外649社702⼩間)

■来場登録者数 ︓ 33,726名
3⽉8⽇(⽕)    曇り 6,859⼈
3⽉9⽇(⽔)    晴れ 8,737⼈
3⽉10⽇(⽊)  晴れ 9,245⼈
3⽉11⽇(⾦)  晴れ 8,885⼈
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会場情報
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FOODEX JAPAN 2022

4〜6ホール全体図（中⼩企業総合展 in FOODEX 2022位置）

中⼩企業総合展 in FOODEX 2022
（6C20）



会場レイアウト

共同
保管スペース 共同厨房

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

A︓展⽰台 (追加料⾦なし)

展⽰台:W900×D450×H800

展⽰台は⾼さがあるため、カウンターのようにお使いいただけ
ます。
展⽰だけでなく、商談にも適したプランです。

A︓展⽰台(追加料⾦なし) B︓標準棚(追加料⾦なし) Ｃ︓システム展⽰台①(追加料⾦あり) Ｄ︓システム展⽰台②(追
加料⾦あり)の４種類から基本形を選んで頂きました。C・Ｄプランはシステム展⽰台を申し込まれる⽅はお得なプラ
ン。※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）

B︓標準棚 (追加料⾦なし)

■基本⼩間内仕様
①パンチカーペット
②棚板(W1000×D300)×2枚
③LEDアームスポット(15W)×2灯 ※昼⽩⾊
④電源コンセント (1000W) 100V×1個(2⼝)
⑤社名板(スチレンW1600×H300)×1枚

壁⾯に棚を設置することで、雑貨やリーフレットをディスプ
レイ可能です。（棚板の⾼さは変更可能です。）
前⽅のスペースは⾃由にお使いいただけるため、⼤⼩様々な
アイテムの展⽰が可能です。



基本⼩間仕様
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■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台
③LEDアームスポット(15W)×2灯 ※昼⽩⾊
④電源コンセント (1000W) 100V×1個(2⼝)
⑤社名板(スチレンW1600×H300)×1枚

C︓システム展⽰台① 追加料⾦5,500円(税込)
前⽅にシステム展⽰台を設置したベーシックなプランです。
※展⽰台の背⾯パネルはありませんので、少量の備品を置
いておくことが可能です。

■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台
③LEDアームスポット(15W)×2灯 ※昼⽩⾊
④電源コンセント (1000W) 100V×1個(2⼝)
⑤社名板(スチレンW1600×H300)×1枚

D︓システム展⽰台② 追加料⾦5,500円(税込)

後⽅に広い展⽰スペースがあるため、商品を多く陳列可能です。



基本⼩間仕様
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キャンセルブース（辞退企業︓全５社）は、以下の展⽰となりました。

・社名板
・パネル展⽰
・チラシ等を棚板に設置（希望企業のみ）

キャンセルブース



出展者⼀覧（⼩間番号）

7

通し番号 出展カテゴリー 小間番号 都道府県 出展者名 展示商品名
出展

キャンセル

No.1 加工魚介類 6C 20-01 宮城県 株式会社丸荒 三陸ご飯の素シリーズ、骨までやわらか煮魚シリーズ、その他

No.2 加工魚介類 6C 20-02 北海道 株式会社誉食品 紅鮭親子ルイベ 180g

No.3 加工魚介類 6C 20-03 兵庫県 有限会社播磨海洋牧場 ハーフシェルオイスター

No.4 加工魚介類 6C 20-04 兵庫県 明石めで鯛や（西明石興業(有)） 明石めで鯛や名物　鯛のかぶと煮

No.5 加工魚介類 6C 20-05 静岡県 有限会社魚魚一 浜名湖うなぎの刺身

No.6 加工魚介類 6C 20-06 静岡県 合資会社高福 造り手のこだわった「いわし削り節」「まぐろ削り節」

No.7 加工魚介類 6C 20-07 愛知県 マル伊商店株式会社 しらす干し、生炊きしらす（佃煮）

No.8 加工魚介類 6C 20-08 富山県 かね七株式会社 なつれ　海鮮茶漬け８点セット

No.9 加工魚介類 6C 20-09 静岡県 おいしい産業株式会社 駿河湾産生桜えびのづけ

No.10 加工魚介類 6C 20-10 山形県 きりおり（(株)高橋型精） こま海苔（将棋のり）/レース海苔

No.11 惣菜・デリカ 6C 20-11 大阪府 大阪味源（(株)味源グループ） ShiM iR u　味源の和惣菜シリーズ

No.12 惣菜・デリカ 6C 20-12 福島県 株式会社貴千 かまぼこ商品（さんまのぽーぽー焼風蒲鉾、魚さし他）

No.13 惣菜・デリカ 6C 20-13 秋田県 株式会社秋田まるごと加工 秋田ふぐ白子ムース

No.14 惣菜・デリカ 6C 20-14 大阪府 有限会社松博 まつい亭の【元祖牛もつどて鍋】和風み噌味

No.15 惣菜・デリカ 6C 20-15 広島県 株式会社楠清 弊社創業時からの商品でもある「なす辛子漬」

No.16 菓子・デザート 6C 20-16 北海道 株式会社わらく堂 ポッププディングあふれ出るカスタード

No.17 菓子・デザート 6C 20-17 沖縄県 琉球黒糖株式会社 チョコっとぅ。 ●

No.18 菓子・デザート 6C 20-18 京都府 株式会社舞扇堂 着物しょこら

No.19 菓子・デザート 6C 20-19 宮城県 井ヶ田製茶株式会社 喜久福8個入4種詰合せ（抹茶・ずんだ・生・ほうじ茶）

No.20 菓子・デザート 6C 20-20 北海道 株式会社北海道米菓フーズ あられ・おかき・煎餅・お米チップス、農産品加工ピューレ　パウダー

No.21 菓子・デザート 6C 20-21 島根県 有限会社奥出雲薔薇園 ・有機食用薔薇各種　・ローズウォーター

No.22 菓子・デザート 6C 20-22 愛知県 株式会社コモ おぐら小町、デニッシュチョコ、スイートポテト小町等。

No.23 菓子・デザート 6C 20-23 佐賀県 かねすえ（佐賀冷凍食品(株)） スイーツオードブル（スイーツおせち）

No.24 菓子・デザート 6C 20-24 愛知県 ニューグレース株式会社 名古屋コーチンの卵のおおきなバウムクーヘン

No.25 めん類 6C 20-25 兵庫県 神戸瑞穂本舗株式会社 冷凍もっちもちの生パスタ

No.26 めん類 6C 20-26 宮城県 株式会社丸光製麵 気仙沼　海鮮ふかひれ生ラーメン（３食入） ●

No.27 めん類 6C 20-27 新潟県 株式会社わたや へぎそば生そば冷凍流通、へぎそば生そばフローズンチルド

No.28 めん類 6C 20-28 兵庫県 明和株式会社 赤ちゃんそうめん「ベビーちゅる」

No.29 めん類 6C 20-29 埼玉県 つむぎや（土田物産(株)） 焼そば革命、新小麦うどん、肉汁うどんのおつゆ

No.30 めん類 6C 20-30 兵庫県 田靡製麵株式会社 濃厚とんこつ風ラーメン2食入（替玉付）Vegan ●

No.31 その他加工食品 6C 20-31 神奈川県 ジャパンエナジーフード株式会社 M inaka プロテインキューブ

No.32 その他加工食品 6C 20-32 滋賀県 株式会社比叡ゆば本舗ゆば八 比叡ゆば、京生麩、お麩ショコラ

No.33 その他加工食品 6C 20-33 大阪府 株式会社茜丸 茜丸濃い静岡抹茶あん１K

No.34 その他加工食品 6C 20-34 福島県 西野屋食品株式会社 いか人参 ●

No.35 その他加工食品 6C 20-35 山口県 𠮷野水産株式会社 糖質ゼロの海藻麺～「わかめ麺」「もずく麺」～

「うまいものがたり　中小企業総合展 in  FO O D E X  2 0 2 2」

　出展者一覧



出展者⼀覧（⼩間番号）
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通し番号 出展カテゴリー 小間番号 都道府県 出展者名 展示商品名
出展

キャンセル

No.36 その他加工食品 6C 20-36 山形県 佐竹物産株式会社 新品種さくらんぼ３D立体型パッケージ（バーチャル体験付）

No.37 その他加工食品 6C 20-37 石川県 株式会社加賀麩不室屋 お吸い物最中　加賀麩のお吸いもの

No.38 その他加工食品 6C 20-38 大阪府 大山崎油座商店（ナルックスホールディングス(株)） 大山崎油座商店のカメリナオイル

No.39 その他加工食品 6C 20-39 兵庫県 株式会社夢工房 明石焼ミックス粉セット、冷凍あかし玉子焼（明石焼）

No.40 その他加工食品 6C 20-40 奈良県 太陽食品株式会社 国産有機はとむぎ茶、ハトムギグラノーラ

No.41 オーガニック 6C 20-41 岡山県 三宝産業株式会社 有機生きくらげ、有機生椎茸 ●

No.42 オーガニック 6C 20-42 京都府 高田茶園茶濃香 凍結「コロコロ抹茶」

No.43 オーガニック 6C 20-43 静岡県 株式会社浜佐商店 有機栽培茶、有機ティーバッグ、有機抹茶、有機粉末煎茶

No.44 オーガニック 6C 20-44 愛知県 有限会社木村農園 金時矢生姜（はじかみ）

No.45 食肉製品 6C 20-45 熊本県 株式会社千興ファーム 鮮馬刺し赤身スライス・鮮馬刺し線切り・桜うまトロ

No.46 食肉製品 6C 20-46 鹿児島県 株式会社山野井 豚干肉< ポークジャーキー> 、豚揚皮< ポークチップ>

No.47 飲料品・酒類 6C 20-47 和歌山県 じゃばら本舗（(株)ファイブワン）  じゃばらストレート果汁 150m l

No.48 飲料品・酒類 6C 20-48 愛知県 株式会社ネオナチュラル 美活甘酒「はだ恵り」

No.49 飲料品・酒類 6C 20-49 熊本県 千代の園酒造株式会社 大吟醸　千代の園　エクセル

No.50 飲料品・酒類 6C 20-50 鹿児島県 タートルベイ醸造 奄美・クラフトハイボール　真夜中のハイボール

No.51 飲料品・酒類 6C 20-51 京都府 佐々木酒造株式会社 古都のリキュール　檸檬

No.52 飲料品・酒類 6C 20-52 兵庫県 明石酒類醸造株式会社 東経１３５度兵庫ドライジン

No.53 飲料品・酒類 6C 20-53 新潟県 越後雪室屋（にいがた雪室ブランド事業協同組合） 雪室珈琲プレミアムアイス　1000ｍｌ

No.54 飲料品・酒類 6C 20-54 熊本県 株式会社ダイヤモンドブルーイング YA M A YO D A R E -Pale A le ‒

No.55 調味料 6C 20-55 静岡県 株式会社山本食品 わさびオイルふりかけ

No.56 調味料 6C 20-56 広島県 株式会社猫島商店 レモン胡椒

No.57 調味料 6C 20-57 大阪府 浜弥鰹節株式会社 リアル鰹節フレーバー

No.58 調味料 6C 20-58 徳島県 ヤマク食品株式会社 809M ISO 　味噌と花椒のゴマ油

No.59 調味料 6C 20-59 広島県 ヤマトフーズ株式会社 バルスコ

「うまいものがたり　中小企業総合展 in  FO O D E X  2 0 2 2」

　出展者一覧
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特別企画 「キッチンスタジオ」

(有)川⼈

神⼾瑞穂本舗(株)

FOODEX JAPAN来場バイヤーの⽅々に「中⼩企業総合展」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 由希恵⽒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4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

↑ ↑
MCさんとの楽しい掛け合いトークで、観覧の⽅も興味深々でした。

↑ 出来上がったレシピの盛り付け

実演の様⼦

↑ 消毒をしていただいてから
試⾷を提供しました
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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25 神⼾瑞穂本舗（株）
「冷凍もっちもちの⽣パスタ」

↑⼩間番号09 おいしい産業（株）
「駿河湾産⽣さくらえびのづけ」

↑⼩間番号22 （株）コモ
「簡単!!防災レシピ 〜ひじきの和⾵サラダサンド〜」

↑⼩間番号05 (有)⿂⿂⼀
「浜名湖うなぎの刺⾝」

↑⼩間番号39
（株）夢⼯房

「だし汁付き明⽯焼ミックス粉セット」

↑⼩間番号44
(有)⽊村農園

「⽮⽣姜⽢酢漬け ⽣ジンジャーエール」

↑⼩間番号54
（株）ダイヤモンドブルーイング
「YAMAYODARE-Pale Ale-」
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出展者サポート

【特別セミナー内容】

「⾷品の業界動向、トレンドなどを
バイヤーの⽴場で解説」

マーケティングセバスチャン株式会社
久積 正道⽒

【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、今回の説明会はオンラインにて開催しました。出展者マニュアル の
説明後、チャットにて質問を受け付け、ライブにて回答する⽅式をとりました。併せて、FOODEX主催 からの展
⽰会概要説明、VMDに係るセミナーや業界動向を解説するセミナーも配信しました。また、当⽇ご参加できない
出展者のために、全ての動画を出展者専⽤Webページ上にオンデマンド配信として後⽇視聴を頂ける形としまし
た。 各種配布物もこの出展者専⽤Webページからダウンロードできるようにしました。

【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 2022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PDF版を掲載することで、バイ
ヤーの来場を促進しました。特別企画ものがたり特集では、出展者に取材し、商品の開発秘話や、取組内容をまとめ
ました。また、注⽬⾷品ランキングでは、みんなのプロジェクトにて⾄福のティータイムアイテム、素材にこだわる
究極の逸品というテーマで⼀般消費者から投票いただいた商品の特集を⾏いました。

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

基本⼩間仕様に基づいたデモブースを実際に⽴ち上げ、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、イメージ動画を出展者専⽤Webページにアップしました。
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出展者サポート

■⻁ノ⾨オンラインアドバイス
現役バイヤー等から商品評価・販路開拓についてオンラインにて無料でアドバイスが受けられるサービスの提
供をしました。以下をテーマとし、展⽰会前後でお申し込みができるようにしました。
・初めての総合展。 少しでも多くのバイヤーとつながるために
・前回の出展以上の成果。より多くの具体的な話をバイヤーから引き出すために
・出展後、つながったバイヤーとの関係を構築・キープするために

■VMD相談
初めての出展者向けにVMD（ビジュアルマーチャンダイジング）相談として、VMDの専⾨家に、什器配置・サ
イン等の相談ができるサービスの提供を⾏いました。

■お役⽴ち情報の提供
中⼩企業基盤整備機構が提供する、お役⽴ち情報の提供を出展者専⽤Webページにて⾏いました。
・ちょこっとゼミナール
⼩規模事業を営む⽅やこれから起業する⽅を対象とした10分程度の講座の紹介。
・EC活⽤⽀援ポータルサイト（ebiz）とEC活⽤⽀援アドバイス
国内EC及び越境ECの新規参⼊⽅法から売上の拡⼤まで、中⼩企業のネットショップ販売成功のヒントを詰め込
んだポータルサイトの紹介。
・海外展開⽀援
海外展開に係る相談窓⼝の紹介。

⻁ノ⾨オンラインアドバイス
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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。

■商品⼒チェック
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。

■海外展開アドバイス
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中⼩企業総合展内に配置し、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
中⼩企業総合展外（3B62）に海外展開相談のブース（ブース名称︓中⼩機構輸出⽀援センター）
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 海外展開アドバイス商品⼒チェック
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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18社の
新製品を展⽰しました。
・展⽰場所 ３ホール
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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

来場⽬的のお役に⽴ちましたか来場者属性

・探している⾷材が⾒つかった。
・どんな商品が地⽅にあるのか発⾒出来た。
・様々な⾷材を知ることが出来ました。
・知らない商品に出会えた。
・各社の新しい取り組みを⾒聞き出来ました。
・⽇本全国いろいろな⾷品販売⽅法があるなと感じた。
・新メニューに役⽴つ情報を頂きました
・フードコーディネーターの資格を取り勉強のため、レシピ開発のため、また、アルバイト先に参考

になる情報収集に参りました。
・新⾷材が素晴らしい。
・直に商品を⼿に取れるのはありがたい。
・新規取引先が⾒つけることが出来きました。

外食
25%

給食
2%

中食
2%

百貨店
3%

専門店
10%

コンビニエ

ンスストア
1%

ディスカウントスト

ア

0%
ドラッグスト

ア
0%

スーパー

マーケット
2%

通販・ネット

スーパー
5%

商社・卸
18%

食品・飲料

メーカー/生
産者

13%

ホテル・旅

館・レ
ジャー施設

6%

その他
13%

大変役に

立った

32%

ある程度役

に立った
64%

あまり役に立

たなかった

3%

回答なし
1%
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出展者の声

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）

・取引先の⽅が挨拶に来られたり、新規の顧客と多数商談したため。
・ご縁がたくさんありました。
・お問い合わせもあり今後の採⽤チャンスにつながった。
・良いバイヤーさんが多い印象だった。
・予想より多くの来客があった。
・外⾷店、ホテルのバイヤーが来られ良かった。
・期待していたバイヤーとの商談が出来た。
・取引の可能性がたくさん⽣まれました。
・4⽇間とも来場者も多く、たくさんPR出来ました。
・メインターゲット含め様々な業種からお声をおかけ頂いた。
・販路拡⼤につながりそう。
・成約率が⾼かった。

出展の満⾜度

大変満足した
55%

ある程度満足した
41%

あまり満足していない
4%
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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


