
出展のご案内

食品安全対策展食品安全対策展食品安全対策展食品安全対策展
 in FOODEX JAPAN

【その他】

【高経年設備対応・設備延命化関連】

　防錆、防食、防水、断熱、劣化損傷対策
　異常時対策 　洗浄剤 　シール材

【補修・補強材料と技術】

　各種センサー
　IoT／センシング／測定技術を活用した製品・サービス

【センサー技術】

　温度計 　データ解析装置 　各種測定器
　計測器 　スキャナー 　遠隔監視
　温度・湿度管理システム 　冷凍・冷蔵庫
　定温物流機器 　保冷・解凍技術／資材

【温度管理・モニタリング・予知保全】

　機械系保全 　電気系保全 　計画保全
　アセットマネジメント  　部品管理

【設備管理・保全技術・設備診断】

【情報セキュリティ・SNS対策】

　入退室管理システム 　監視カメラ 　食品トレーサビリティ
【フードディフェンス】

【防虫防鼠対策】
　防虫器 　パーテーション
　補虫器

　HACCPコンサルティング 　リスクマネジメント
【コンサルティング、分析・検査】

　警備システム、警備サービス 　入退室管理システム
　監視カメラ 　警備システム・サービス
　食品トレーサビリティ

【フードテロ対策】

　カーポート 　外構 　設備
　工具 　ツール

　異物混入対策資材 　異物検出装置・異物除去装置
　毛髪混入防止資材 　エアシャワー
　静電気除去装置・資材 　粘着マット

【異物混入対策】

　衛生資材（手袋・マスク・ユニフォーム・靴） 　抗菌資材
　殺菌・滅菌装置 　殺菌剤 　洗浄剤
　洗浄機器・装置 　機器洗浄 　クリーニング
　洗浄用品・清掃用具  　空気清浄・殺菌除去
　電解水・オゾン水他機能水生成装置 　食中毒・感染症対策

【衛生・殺菌・洗浄】
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アジア最大の食品展示会

FSSC22000

GFSI

HACCP制度化

フードテロ

食品偽装
フードディフェンス
フードフラウド

異物混入
食品防御

業界関係者必見！ FOODEX JAPAN出展者・来場者が多数集まる4日間。
食品工場関係者も多数来場し、大規模商談のチャンス！

幕張メッセ
10:00～17:00（最終日は16:30まで）

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

2022年３月8日 火　～11日 金　会 期

会 場

食品安全シンポジウム（予定）：幕張メッセ 国際会議場
FOODEX JAPAN 2022（3/8～3/11）

同時開催

主 催

早期申込割引特典あり！早期申込割引特典あり！
早期申込締切

2021年8月31日（火） 2021年10月8日（金）
通常申込締切

FOODEX JAPAN2021の結果報告書はこちらからダウンロード
主催者企画/出展者・来場者アンケート/会場レイアウトなどをご覧いただけます。

出 展 対 象

同時開催



早期出展
申込締切

通常出展
申込締切

出展ブース
料金支払期限
（通常出展申込）

出展ブース
料金支払期限
（早期出展申込）

出展者説明会
（東京）

15:00（予定）～18:00

8:00～18:00

搬入日

16:30～22:00（予定）

搬出日
10:00～17:00（最終日は16:30まで）
会期 3月8日（火）▶3月11日（金）

各種申請書・
原稿提出期限
スマート装飾
プラン申込締切

2022年

お申し込み手順

出展規定出展規定

食品安全対策展食品安全対策展

FOODEX JAPAN 2021 来場者実績（一部抜粋・順不同・法人格省略）

https://school.jma.or.jp/foodsqm/
食品安全シンポジウム 検索

最新情報、お申込みは
WEBサイトでチェック食品安全シンポジウム（参加有料）

第4回 食品安全対策展、FOODEX JAPAN 2022と同時に、
幕張メッセ国際会議場にて
「第17回 食品安全シンポジウム」を
開催いたします（予定）。

自社の食品安全活動の中心を担う、
　食品関連企業の品質保証、製造、技術、
　　生産、研究開発の方々が参加!!

自社の食品安全活動の中心を担う、
　食品関連企業の品質保証、製造、技術、
　　生産、研究開発の方々が参加!!

単価(税抜） 消費税（10％） 単価（税込）

会員外

会  員※
基礎ブース
のみ ￥350,000

￥320,000

￥35,000

￥32,000

￥385,000
￥352,000

2021年8月31日（火）まで早期申込 （当日消印有効）

申込期限

単価(税抜） 消費税（10％） 単価（税込）

会員外

会  員※
基礎ブース
のみ ￥400,000

￥370,000

￥40,000

￥37,000

￥440,000
￥407,000

（当日消印有効）2021年10月8日（金）まで通常申込

本展示会の開催期間最終日の消費税率を適用させていただきます。

出展の取り消し（キャンセル規定）

※会場レイアウト（ブース位置）の
　発表・会場運営（案）などの説明を
　行います。

※各申込期限（早期・通常）の翌日より
　キャンセル料が発生しますので
　ご注意ください。

2021年

※搬入初日は主催者工事の
　状況により搬入開始時間が
　変更となることがあります。

出展申し込み後の出展取り消し、解約は原則としてできません。万一、
主催事務局の了解のうえ、申込者より取り消し、解約があった場合、下記
のキャンセル料をお支払いいただきます。下記期日内でブース数を減少
した場合も減少分のキャンセル料がかかりますのでご注意ください。

※「広告・オプション」「出展者セミナー」等、他のキャンセルについても
　同上のキャンセル規定が適用されます。

税抜出展料の50％

税抜出展料の100％

キャンセル料期　　限
各申込期限（早期、通常）の翌日から
出展者説明会開催日前日

出展者説明会開催日又は
出展ブースレイアウト発表日翌日以降

事務局より
請求書を発送します。
（発送時点で出展契約が
完了となります。）

請求書
出展申込書を事務局宛に
郵送してください。

出展申込書（契約書）に
必要事項を記入・捺印してください。
（出展申込書は公式HPからダウンロード可能です。）

https://www.jma.or.jp/foodex/img/etc/documents/pdf-application2022.pdf

FOODEX JAPAN 国内出展企業・海外出展企業
   国内・海外の食品メーカー・外食・宿泊・小売の品質・衛生担当者が圧倒的多数来場予定！
FOODEX JAPAN 国内出展企業・海外出展企業
   国内・海外の食品メーカー・外食・宿泊・小売の品質・衛生担当者が圧倒的多数来場予定！

商談ターゲット

同時開催

※会員は主催5団体の正会員および賛助会員を指します。

タイヘイ フード事業部大船渡工場
デリアショクヒン 品質保証部
エム･ティー･フード 衛生管理部
ゼンショーホールディングス 商品本部 品質保証室
エームサービス 事業所安全衛生管理室
千葉県学校給食会 物資課 衛生管理室
イイバッカ亭 北の崎工場
平壌冷麺食堂園 工場
オオタ総合食品 本社工場
物語コーポレーション 購買物流生産本部
  品質管理室兼生産部
マリンフーズ 環境品質保証室
静環検査センター 東京食品衛生
 コンサルティング事業部
プリンスホテル 食品衛生管理室
ニチレイフレッシュ 品質保証部、生産部
ニチモウフーズ 戸田チルド工場

ヤマヲ 品質保証部
厚生冷蔵 湾岸工場
日清丸紅飼料 品質保証部
マークコンサルタント 食品安全、食品衛生
江東微生物研究所 食品総合衛生管理部
アンデスハム 品質保証部
サイゼリヤ 品質保証室
ニップン 竜ヶ崎工場
ユニフーズ 品質保証部
ドール 品質保証部
アルボース 衛生システム東日本開発課
大信畜産工業 長野工場
ルピシア 品質保証部
スティル 営業、工場管理
明治屋 品質保証部
アリアケ 品質保証部

コカ･コーラ ボトラーズ ジャパン
 品質保証シニアグループ統括部 分析センター
全農･キユーピー･エツグステーシヨン 品質保証部
雪印メグミルク 品質保証部
関東混合機工業 安全衛生推進部
ヨコオ 厚木工場
シー･アイ･シー 食品衛生監査室
ニチレイフーズ 品質保証部
鎌倉ハムクラウン商会 品質保証部
江戸清 千葉工場
キョーラク 品質保証部
ノースイ 品質保証部
キリンビール 取手工場
良品計画 品質保証部
ドウシシャ 品質保証部
コープデリフーズ 品質保証課
杉山商事 品質保証室

プレナス 品質保証室
クレア 衛生管理課
青柳食品 品質保証部
東京都中央卸売市場食肉市場 業務衛生課
ロイヤル 東京食品工場
サンダイヤ 品質保証部
丸成商事 品質保証室
松田産業 品質保証室
ユニ･フード 品質保証グループ
ホテルニューオータニ幕張 安全管理食品衛生担当
三笠会館 工場
JALロイヤルケータリング 成田工場
日本ビュアフード 宮崎工場
プライムデリカ 品質保証部
キユーピー 品質保証本部


