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モバックショウ 2019 へのご案内
幕張メッセ 国際展示場 ヤナギヤブース

4・5・6・7・8 ホール

▲前回（2017 年 2 月

▲パワーフライヤー

インテックス大阪）

▲ボールカッター BC40C

5 ホール 557

平成最後のモバックショウが 2 月 20 日より 4 日間、幕張メッセ
会場にて開催されます。
今回の開催テーマは「つながる技術、広がる美味しい笑顔」です。
ヤナギヤのメインキャッチコピーも「“ 美味しい ” をつくる機械屋
さん」であることから、開催テーマとのマッチングを図り、ブース
装飾にはイラストを看板に掲げて「広がる美味しい笑顔」を表現し
てみました。
出展機械も最新技術のデビューとして「連続式スチームオーブン」
を展示し、コンセプトやその特長をお伝えして参りたいと思ってい
ます。その他、最新式の加熱 ･ 冷却対応のボールカッター BC40C、
本展示会でデビューとなる現在製作中の新型擂潰機 RS27、小型 IH
フライヤーの実演や計量ふるい機など計９機種にて、最新の技術を
一同に展示し PR に努めて参ります。
2 年に一度の本展示会に是非、お越し下さいます様ご案内申し上
げます。

＜出展予定機械＞

▲マイクロミックス

▲連続式スチームオーブン ▲ポテト採取機

第９回

化粧品開発展

▲発泡機 BM90

幕張メッセ
1/30㈬−2/1㈮10：00−18：00
※最終日のみ 17:00 まで

1月30日
（水）〜2月1日（金）
の3日間、幕張メッセ国際展示場
におきまして、第 9 回化粧品開発展が開催されます。
昨年に続いて異業種への “ チャレンジ出展 ” となりますが、
今回は撹拌 ･ 混合 ･ 粉砕用途の 3 機種を出展いたします。

＜出展予定機械＞

同時開催展
▲ボールカッター

▲マイクロミックス ▲乳鉢式マイクロミックス

■･･･当社出品予定展示会
会

期

今一度主催者まで
2019全国主要見本市・展示会情報（上半期２月〜６月） ※展示会場へは、
ご確認の上、お出かけください。

展示会名

主 な 展 示 内 容

会

場

入場料

主

催

者

原料、OEM、容器パッケージ、研究機器、販促製品、物
流等、化粧品の研究・企画開発に必要なあらゆる製品

関係者 リード エグジビション
のみ ジャパン㈱

電話＆URL

03-3349-8587
幕張メッセ
https://www.cosme-i.jp
03-3349-8587
関係者 リード エグジビション
https://www.ib美容のフード / 飲料・サプリ・OEM 等
幕張メッセ
のみ ジャパン㈱
expo.jp
03-5209-1056
（一社）
食品関連、酒類・飲料関連、その他商品関連、店舗設備・
幕張メッセ
有料
海外事務局 03-3512-5673
全国スーパーマーケット協会
機器関連、情報・サービス関連、環境・衛生管理関連
http://www.smts.jp
（一社）
03-6256-8367
生鮮品、
加工食品、
調味料、
飲料、
包材、
衛生関連、
厨房機
幕張メッセ
有料
全国スーパーマーケット協会 http://www.delica.jp/
器、
調理器具、
サービス、
店舗設備、
業界情報等
03-3224-2388
ふるさと食品、健康食品、有機食品、高齢者用食品、
幕張メッセ
有料 （一社）食品産業センター
保健機能食品他
http://www.shokusan.or.jp/
03-6812-9423
冷凍食品、加工食品、水産品、畜産品、農産品、麺、
関係者
外食 FOOD TABLE 実行委員会 https://www.food
13日〜15日 第４回外食 FOOD TABLE 原材料、調味料、飲料、厨房機器、店舗設備、販促品、
幕張メッセ
のみ
tablegaishoku.jp
ユニフォーム、食器、飲食店向けコンサルティング
ホテル・旅館等の宿泊業、レストラン・カフェ・居酒
（一社）日本能率協会/（一社）日本
第 47 回国際ホテル・
03-3434-1377
関係者 ホテル協会/（一社）日本旅館協会
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
19日〜22日 レストラン・ショー
http://www.jma.
のみ /（一社）国際観光日本レストラン
家具・インテリア、パーティー・ブライダル演出機器、
（HOTERES JAPAN 2019）
or.jp/hcj/
食器・テーブルウェア、IT 関連システム、スパ、等
協会/（公社）国際観光施設協会
第 40 回
給食サービス・施設（学校・病院・福祉・事業所）に
（公社）日本給食サービス協会/（一社）日 03-3434-1377
関係者
19日〜22日 フード・ケータリング
向けた製品：食器、衛生用品、厨房機器、栄養管理ソ 東京ビッグサイト
本弁当サービス協会/（公社）日本メディ http://www.jma.
のみ
ショー
フト、給食・業務用食材等
カル給食協会/（一社）日本能率協会
or.jp/hcj/
03-3434-1377
ホテル・レストランから給食施設まで、あらゆるフー
関係者（一社）日本厨房工業会
http://www.jma.
19日〜22日 第 19 回厨房設備機器展
ドサービス業界に必要な厨房設備機器、フードサービ 東京ビッグサイト
のみ （一社）日本能率協会
or.jp/hcj/
ス機器、調理道具等
03-3434-1377
オリジナル商品開発 WEEK 食品・飲料、日用雑貨、アパレル、ビューティーケア、
関係者
（一社）日本能率協会
http://www.jma.
19日〜22日 第 11 回国際 OEM・PB
ヘルスケア、文具、インテイリア、玩具、パッケージ、 東京ビッグサイト
のみ
or.jp/pb/
開発展
電気製品等の PB・OEM 商品
03-3434-1377
関係者
オリジナル商品開発 WEEK
（一社）日本能率協会
生鮮、加工食品、工芸品、雑貨、コスメ
東京ビッグサイト
19日〜22日
のみ
第１回地域産品展
http://www.jma.or.jp/pb/
03-5775-2855
ATC ホール
関係者
第 16 回
（一社）大日本水産会
魚、シーフード、水産加工品、水産加工技術
（アジア太平洋
20日〜21日
http://www.exhibition
のみ
「シーフードショー大阪」
トレードセンター）
tech.com/seafood̲osaka/
03-3349-8509
第５回インターフェックス
関係者 リード エグジビション
製剤設備、測定、分析装置、検査機器、クリーン製品、
インテックス大阪
http://www.inter
20日〜22日 大阪（医薬品 化粧品 洗剤
のみ ジャパン㈱
包装機械・資材、受託サービス、IT、物流サービス等
phex-osaka.jp
研究・製造技術展）
03-6673-4333
2019 モバックショウ
製パン製菓産業に必要な機械・設備・器具、原材料・
幕張メッセ
有料 日本製パン製菓機械工業会
http://www.mobac
20日〜23日（第 26 回国際製パン製菓
資材、関連情報や各種製法等の公開展示
show.com/
関連産業展）
（一社）日本能率協会 /（一社）
農産物・加工品、畜産物・食肉加工品・乳製品、水産物・
日本ホテル協会 /（一社）日本 03-3434-3453
加工品、調理・加工食品、パン・麺類・パスタ、菓子・
関係者
FOODEX JAPAN2019
旅館協会 /（一社）国際観光日 http://www.jma.
デザート、調味料・香辛料・スプレッド・油脂、アル
幕張メッセ
5日〜8日
のみ
（第 44 回国際食品・飲料展）
or.jp/foodex
本レストラン協会 /（公社）国
コール飲料、非アルコール飲料、輸入食品、健康志向
際観光施設協会
食品、オーガニック食品・自然食品、出版他
食品・飲料（農産物、水産物、畜産物、和調味料、発
03-3434-3453
酵調味料、和菓子、茶、日本酒、泡盛、焼酎など）、
関係者
（一社）日本能率協会
http://www.jma.
5日〜8日 和食産業展 2019
和調理機器、包装、和陶磁器、椀、盆、鍋、すり鉢、
幕張メッセ
のみ
or.jp/washoku
ざる、網、急須、釜、どんぶり、箸、和ガラス、漆器、
弁当箱、和包丁、まな板、七輪、蒸し器、資材等
03-3262-3562
再資源化・廃棄物処理・解体/ 水処理・水質浄化/ 土壌・大気・作業環境
2019NEW 環境展
http://www.
改善/ バイオプラスチック・包装・エコ製品/ バイオマス/ 環境ソフト・
12日〜15日
東京ビッグサイト
有料 日報ビジネス㈱
（N-EXPO2019）
nippo.co.jp/
スケール・測定・分析/ 収集・運搬・搬送・保管・物流/ サーマル/ 土木・
n-expo019
建設・災害対策/ 機密文書・セキュリティ対策/ 自治体/ 学術機関等
関係者 UBM ジャパン㈱ /UBM EMEA/ 03-5296-1020
P-MEC JAPAN2019
製薬・化学メーカーとのビジネスマッチングを実現す
東京ビッグサイト
18日〜20日
のみ ㈱化学工業日報社
（医薬品原料 機器・装置展）る国際イベント
http://www.pmec-japan.com
03-5296-1020
新製品開発・改良のための次世代化学技術展、最新技
関係者
ファインケミカルジャパン
UBM ジャパン㈱
術・製品の発表の場として、化学関連メーカーと各種 東京ビッグサイト
http://www.ﬁne
18日〜20日
のみ
2019
産業分野との効率的なビジネスマッチングの場
chemicals-japan.com/
（一社）ペットフード協会/（一 03-3262-8460
ペットに関わるフード、ファッション＆アクセサリー、
インターペット
http://www.
インテリア、トイレタリー、ギフト、アウトドア、医 東京ビッグサイト
有料 社）日本ペット用品工業会/ メッ
28日〜31日 〜人とペットの豊かな
セフランクフルトジャパン㈱
interpets.jp
暮らしフェア〜 療器・医薬品等
03-3663-2011
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
有料 食肉産業展実行委員会
17日〜19日 第 44 回食肉産業展 2019
流通管理、設備・機械・資材
http://www.shokuniku-sangyoten.jp
03-3271-4816
第 22 回
惣菜デリカ・弁当・中食・外食・給食・配食業界向けの業
東京ビッグサイト
有料 日本食糧新聞社
17日〜19日
ファベックス 2019
務用食品、食材、機器、器具、容器、包装、その他サービス等
http://www.fabex.jp/
第 16 回デザート・スイー 和洋菓子・ベーカリー・カフェ・飲料業界向けの業務
日本食糧新聞社 / 協同組合全 03-3271-4816
17日〜19日 ツ＆ベーカリー展
用食品、食材、機器、器具、容器、包装、その他サー 東京ビッグサイト
有料 日本洋菓子工業会（世界洋菓
http://www.
カフェ＆ドリンク EXPO
ビス等
子・パン連盟日本本部）
fabex.jp/
03-3523-2755
第７回食品＆飲料
関係者
食品・飲料に特化したPB・OEM の企画・開発・製造技術、コンサ
日本食糧新聞社
17日〜19日
東京ビッグサイト
OEM マッチング EXPO
のみ
ルティング・各種業務システム等PB・OEM 関連サービス・商材
http://www.pboemfair.com
03-3349-8504
関係者
リード
エグジビション
第 2 回 AI・業務自動化展 AI（人口知能）技術・製品や、RPA・チャットボット等、
東京ビッグサイト
8日〜10日
http://spring.japan-it.
のみ ジャパン㈱
【春】
業務自動化ソリューション等の製品・技術
jp/ja-jp/about/ai.html
飲料（アルコール / ソフトドリンクなど）食品（農産
03-6812-9423
［関西］外食ビジネスウィー
関係者［関西］ビジネスウィーク
物 / 畜産物 / 水産物 / 加工食品など）、厨房設備 / 調
インテックス大阪
14日〜16日 ク 2019
https://www.k-gaishoku
のみ 実行委員会
理器具、ユニフォーム、店舗運営設備 / 販売促進設備、
第 10 回関西居酒屋産業展
business.jp
店舗設備・設計、FC 加盟募集 / 開業支援サービス他
03-5657-0770
第９回化粧品産業技術展 化粧品原料 / 容器、包材 / 化粧用具 / 香料 / 製造装置、
パシフィコ横浜
有料 日本化粧品原料協会連合会
15日〜17日
CITE Japan2019
測定装置 / 受託製造 / 受託分析、試験 / 業界誌紙など
http://www.citejapan.info
外食・中食・給食産業機械、製菓・製パン機器、食肉・水産・
092-271-5715
第 29 回
農産加工機器、衛生・品質管理機器、店舗サービス機器、 マリンメッセ福岡
有料 日刊工業新聞社
15日〜17日
http://www.nikkan
西日本食品産業創造展 ʼ19
包装資材、小道具、原材料、食材、機能性食品等
seibu-eve.com/food/
03-3238-7520
iﬁa JAPAN2019
機能性素材、調味料、香料、甘味料、安定剤等、食品 東京ビッグサイト
iﬁa/HFE JAPAN 主催者事務局
有料 ㈱食品化学新聞社
22日〜24日（第 24 回国際食品素材 /
製造に欠くことのできない食品素材・添加物
青海展示棟
（㈱食品化学新聞社内）
添加物展・会議）
http://www.iﬁajapan.com
03-6812-8690
HFE JAPAN2019
機能性食品・素材、健康食品、サプリメント、特定保
東京ビッグサイト
iﬁa/HFE JAPAN 主催者事務局
有料 ㈱食品化学新聞社
22日〜24日（第 17 回ヘルスフード
健用食品、ビタミン、ミネラル等、“ 健康 ” を訴求し
青海展示棟
（㈱食品化学新聞社内）
エキスポ）
た商品全般
http://www.iﬁajapan.com
03-3349-8511
食品加工機器、OEM（菓子・食品）
、鮮度・衛生管理、
関係者 リード エグジビション
第３回
販売支援、物流・IT 等の 6 次産業化に関する商品が インテックス大阪
22日〜24日
http://www.agri-process
のみ ジャパン㈱
関西６次産業化 EXPO
集結
ing.jp/kansai/
1月30日〜 第９回化粧品開発展
2月1日
―COSME Tech2019―
第２回国際健康食品・美容
1月30日〜
食品 EXPO 通称：インナー
2月1日
ビューティー EXPO
第 53 回
13日〜15日 スーパーマーケット・
トレードショー 2019
デリカテッセン・
13日〜15日
トレードショー 2019
第 14 回
13日〜15日
こだわり食品フェア 2019

開催地
千葉
千葉

千葉
千葉
千葉
千葉

２月

東京

東京

東京

東京
東京
大阪

大阪

千葉

千葉

千葉

３月

東京

東京
東京

東京
東京

４月

東京
東京
東京
東京

大阪

横浜

５月

福岡

東京

東京

大阪

