■･･･当社出品展示会 2014全国主要見本市・展示会情報（上半期１月〜６月）
会 期
12日〜14日

展示会名

主 な 展 示 内 容

会

場

第9回こだわり食品フェア ふるさと食品、健康食品、有機食品、高齢者用食品、
東京ビッグサイト
2014
保健機能食品、他

入場料

有料

ホテル・旅館等の宿泊業、レストラン・カフェ・居酒
第42回国際ホテル・レスト
屋等の飲食業に向けた、業務用厨房設備、客室備品、
東京ビッグサイト
18日〜21日 ラン・ショー
家具・インテリア、パーティー・ブライダル演出機器、
（HOTERES JAPAN 2014）
食器・テーブルウェア、IT 関連システム、スパ、等

有料

２月

18日〜21日

給食サービス・施設（学校・病院・福祉・事業所）に
第35回フード・ケータリン
向けた製品：食器、衛生用品、厨房機器、栄養管理ソ
グショー
フト、給食・業務用食材、等

ホテル・レストランから給食施設まで、あらゆるフー
ドサービス業界に必要な厨房設備機器が集結する展示
東京ビッグサイト
会―最新の厨房機器からフードサービス機器、調理道
具まで調理施設に関わるすべての物が揃う
介護職、嚥下食、医療食、病院・施設向け業務用食品、
宅配食・在宅高齢者食、高齢者のための健康志向食品、 東京ビッグサイト
厨房設備・機器

18日〜21日 第14回厨房設備機器展

19日〜20日 メディケアフーズ展2014

20日〜21日

東京ビッグサイト

第11回「シーフードショー
魚、シーフード、水産加工品、水産加工技術
大阪」

主 催 者

商空間デザイン・ディスプレー、店舗用装飾材・インテリ
JAPAN SHOP 2014
ア素材・製品、店舗什器・設備・照明器具、サイン・看板、 東京ビッグサイト
（第43回店舗総合見本市）
グラフィックス製作機器・資材、店頭 POP・SP ツール、他
農産物・加工品、畜産物・食肉加工品・乳製品、水産物・
加工品、調理・加工食品、パン・麺類・パスタ、菓子・
FOODEX JAPAN 2014
デザート、調味料・香辛料・スプレッド・油脂、アル
幕張メッセ
4日〜7日
（第39回国際食品・飲料展）
コール飲料、非アルコール飲料、輸入食品、健康志向
食品、オーガニック食品・自然食品、出版、他
健康食品、サプリメント、機能性原料、受託製造、健
健康博覧会2014／健康食
12日〜14日
康・美容機器、化粧品、フィットネス、スポーツグッ 東京ビッグサイト
品・サプリメント展
ズ、オーガニック商品・サービスなど

３月

食肉、食肉加工品、ハム・ソーセージ製品、各種製造、
東京ビッグサイト
流通管理、設備・機械・資材

http://www.shokusan.or.jp/

（ 一 社 ）新 日 本 ス ー パ ー マ ー
ケット協会

03-5209-1056/
海外事務局 03-3512-5673
http://www.smts.jp
http://www.smts.jp/
english/

（一社）日本能率協会、（社）日本ホ
03-3434-1377
テル協会、（一社）日本旅館協会、
http://www.jma.
（社）国際観光日本レストラン協
or.jp/hcj/
会、（公社）国際観光施設協会
（公社）日本給食サービス協会
03-3434-1377
（一社）日本弁当サービス協会
http://www.jma.
有料
（公社）
日本メディカル給食協会
or.jp/hcj/
（一社）日本能率協会

有料

有料

（一社）日本厨房工業会
（一社）日本能率協会

UBMメディア㈱

ATC ホール
関係者
（アジア太平洋
（一社）大日本水産会
のみ
トレードセンター）

4日〜7日

電話＆URL
03-3224-2359

有料 （一財）食品産業センター

第48回スーパーマーケッ 食品関連、酒類・飲料関連、その他商品関連、店舗設備・
東京ビッグサイト
ト・トレードショー 2014 機器関連、情報・サービス関連、環境・衛生管理関連

12日〜14日

※展示会場へは、今一度主催者まで
ご確認の上、お出かけください。

有料

日本経済新聞社

４月

第39回食肉産業展2014

有料

食肉産業展実行委員会

2日〜4日

食品・飲料に特化した PB・OEM の企画・開発・製造技術、
第2回食品＆飲料PB・OEM
コンサルティング・各種業務システム等 PB・OEM 関 東京ビッグサイト
ビジネスフェア2014
連サービス・商材

2日〜4日

第17回ファベックス2014

惣菜デリカ・弁当・中食・外食業界向けの業務用食品、
東京ビッグサイト
食材、機器、器具、容器、包装、その他サービス等

有料

日本食糧新聞社

3日〜4日

関西健康産業フェア2014

健康食品、サプリメント、自然食品、オーガニック食 大阪マーチャンダイ
品、美容関連商品、健食原料・素材、受託加工、健康
ズ・マート
関連機器、等
（OMM ビル）

無料

ニューマガジン社

関係者
日本食糧新聞社
のみ

東京

東京

東京

東京

03-3434-1377
http://www.jma.
or.jp/hcj

東京

03-5296-1009
http://www.
medicarefoods.com

東京

03-5775-2855
http://www.
exhibitiontech.com/
seafood

大阪

03-6256-7355
http://www.
japan-shop/jp/

東京

（一社）日本能率協会、
（社）日
本ホテル協会、（一社）日本旅 03-3434-3453
関係者
館協会、（社）国際観光日本レ http://www/jma.
のみ
ストラン協会、（公社）国際観 or.jp/foodex
光施設協会
03-5296-1025
有料 UBMメディア㈱
http://www.this.
ne.jp

2日〜4日

開催地

03-3663-2011
http://www.
shokuniku-sangyoten.jp

03-3523-2755
http://www/
pboemfair.com
03-3271-4816
http://www.
fabex.jp

千葉

東京
東京
東京

東京

06-6882-0072
http://www.
newmagazine.ne.jp

大阪

9日〜11日

CPhl Japan 2014
国内最大 製薬メーカーと医薬品原料・中間体サプラ
（国際医薬品原料・中間体展）イヤーをつなぐ専門展示会

東京ビッグサイト

関係者 UBMジャパン㈱
のみ ㈱化学工業日報社、UBMi BV

03-5296-1020
http://www.
cphijapan.com

東京

9日〜11日

P-MEC JAPAN 2014
製薬・化学メーカーとのビジネスマッチングを実現す
（原薬・中間体 機器／装置展）る国際イベント

東京ビッグサイト

関係者 UBMジャパン㈱
のみ ㈱化学工業日報社、UBMi BV

03-5296-1020
http://www.
pmecjapan.com

東京

9日〜12日 2014中部パック

2日〜6日

（包装・食品・製菓製パン・食肉・物流）機械、環境
機器および包材・食材等食品に関するもの
ポートメッセなごや
併設 名古屋粉体工業展 粉体機器および粉体関連機器

５月

衣料品、アクセサリー、ジュエリー、インテリア、イ
西日本インポートフェア＆
西日本総合展示場
ンテリア装飾品、食品飲料、生活雑貨、ホビー用品、
食メッセ2014
新館
輸入品展示即売

HFE JAPAN 2014
21日〜23日（第12回ヘルスフード
エキスポ）

６月

機能性食品・素材、健康食品、サプリメント、特定保
健用食品、ビタミン、ミネラル等 “ 健康 ” を訴求した 東京ビッグサイト
商品全般
外食・中食・給食産業機械、製菓・製パン機器、食肉・
第24回西日本食品産業創 水産・農産加工機器、衛生・品質管理機器、店舗サー
21日〜23日
マリンメッセ福岡
造展ʻ14
ビス機器、包装資材、小道具、原材料、食材、機能性
食品、等
食品製造プロセスに関わるあらゆる分野の製品・技術・
サービス（原料処理、食品製造・加工、エンジニアリ
FOOMA JAPAN 2014
ング、生産流通システム・IT ソリューション、鮮度管 東京ビッグサイト
10日〜13日
（国際食品工業展）
理・品質保持、包装・充填、計測・分析・検査、衛生
対策、環境対策・リサイクル、設備機器、特許、等）

052-452-3161
（一社）中部包装食品機械工業
有料
http://www.
会
chubupack.or.jp/

名古屋

093-511-6800

有料

（公財）西日本産業貿易コンベ http://www.
convention-a.jp/
ンション協会

北九州

import/

有料

㈱食品化学新聞社

有料

日刊工業新聞社

有料 （一社）日本食品機械工業会

03-6459-0444
http://www.
iﬁajapan.com
092-271-5715
http://www.
nikkanseibu-eve.
com/food/
03-6809-3745
http://www.
foomajapan.jp

東京

福岡

東京

ご来場お待ち申し上げています。
会期

2月18日

2014年

21日

〜

10：00 -17：00（最終日は16：30まで）

出展予定機械

会場

東京ビッグサイト
（有明・東京国際展示場 東展示棟）

小間番号：3-V02

＊新型 IH フライヤー（一層式手揚げ鍋）
＊ mini-J
＊バイルック（異物検査機器）

※写真は昨年の様子

