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今一度主催者まで
2019全国主要見本市・展示会情報（下半期７月～ 12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

主

催

者

７月

東京ビッグサイト
青海展示棟

有料

第11回生産システム見える化展 製造業の生産ラインにおけるロボット活用に関する製
第2回自動化・省人化ロボット展 品やサービス

東京ビッグサイト

関係者
（一社）
日本能率協会
のみ

第 21 回
魚、シーフード、水産加工品、鮮度保持技術、食品加
21日～23日「ジャパン・インターナショ
工技術
ナル・シーフードショー」

東京ビッグサイト

関係者
（一社）
大日本水産会
のみ

P&B JAPAN

P&B JAPAN 実行委員会

電話＆URL

開催地

03-6809-3745
http://www.
foomajapan.jp

東京

03-6459-0444
http://www.bakery-expo.com

東京

03-3434-1988
http://www.jmaindustrial-robo.com/
03-5775-2855
http://www.exhibitiontech.
com/seafood/

東京
東京

８月

飲料（アルコール・ソフトドリンクなど）食品（農産物・
外食ビジネスウィーク 2019 畜産物・水産物・加工食品など）
、厨房設備・調理器具、
東京ビッグサイト
第 12 回居酒屋産業展
ユニフォーム、店舗運営設備・販売促進設備、店舗設
備・設計、FC 加盟募集 / 開業支援サービス他

関係者 外食ビジネスウィーク実行委
のみ 員会

03-6812-9423
http://www.
gaishokubusiness.jp/

東京

食品、飲料、厨房機器・調理器具、食器・テーブルウェ
外食ビジネスウィーク 2019
ア、フードサービス、機器、ユニフォーム、集客・販促・
第 1 回ホテル・レストラン・
イベントアイテム、飲料・生鮮食品・加工食品・麺、ソー 東京ビッグサイト
27日～29日
カフェ産業展
ス、調味料、デザート・スイーツ、アメニティ・客室備品、
［ホレカ産業展］
開業支援・コンサルティング、インバウンド商材

関係者 外食ビジネスウィーク実行委
のみ 員会

03-6812-9423
http://www.
gaishokubusiness.jp/

東京

有料

03-5644-7221
（公社）日本洗浄技能開発協会
http://www.biz.
日本産業洗浄協議会
nikkan.co.jp/eve/
日刊工業新聞社
senjyo

横浜

有料

フードシステム ソリューショ 03-3503-7319
ン（F-SYS）
実行委員会
http://www.f-sys.info/

東京

27日～29日

4日～6日

2019 洗浄総合展

９月

11日～13日

各種洗浄機器、各種溶剤、回収機器、受託他、送排風機、
ヒーター、乾燥炉、乾燥剤、帯電防止剤・機器、加湿
装置、防・除錆剤、腐食防止剤、防錆油、防錆紙・シー
ト、剥離関連機器、その他

パシフィコ横浜

フードシステム ソリュー 学校、病院、高齢者施設など大量調理に関わる設備、 東京ビッグサイト
ション（F-SYS）2019
機器、資材、食品等を網羅した専門展
青海展示棟

フードセーフティジャパン 食の安全・安心に関わる機器や資材、システム、サー
11日～13日
（FSJ）2019
ビス等を網羅した専門展

東京ビッグサイト
青海展示棟

（一財）
食品産業センター
有料
（公社）
日本食品衛生協会

03-3503-7827
http://www.f-sys.info/

東京

11日～13日 フードファクトリー 2019

食品製造現場における業務効率化・設備改善を提案す
る専門展

東京ビッグサイト
青海展示棟

有料

（一財）
食品産業センター
（公社）
日本食品衛生協会

03-3503-7807
http://www.f-sys.info/

東京

11日～13日 SOUZAI JAPAN2019

中食・惣菜工場の「製造設備」と「衛生管理」を提案
する専門展

東京ビッグサイト
青海展示棟

有料

（一社）
日本惣菜協会
（公社）
食品衛生協会

03-3503-7805
http://www.f-sys.info

東京

東京ビッグサイト

有料

03-5296-1017
http://www.hi
japan.info

東京

関係者 リード エグジビション
のみ ジャパン㈱

03-3349-8506
http://www.
mtech-kansai.
jp/?fm=topbnrDK

大阪

関係者 リード エグジビション
のみ ジャパン㈱

03-3349-8511
http://www.
nogyoworld.jp/
tokyo

千葉

食品開発展 2019
健康・機能性食品素材の展示会＆会議。
ヘルスイングリディエンツ ジャパン
食品添加物 / 天然原材料 / 評価 / 製造 / 包装。
フード・テイスト ジャパン
食品安全性、品質向上を目指す技術展＆会議。
セーフティー＆テクノロジー ジャパン

2日～4日

2日～4日

第 22 回
関西機械要素技術展
（M-Tech 関西）

機械材料・加工技術、ねじ・締結技術、軸受・ベアリング、
変減速機、
機構部品、
ばね、
試験・計測機器、
センサー、
モー
インテックス大阪
ター、バリ取り、表面処理・改質技術、油空圧機器、ディ
スペンサ、アクチュエータ、工具、洗浄機・洗浄剤等

第 9 回農業ワールド
第 9 回国際農業資材 EXPO
あらゆる農業資材や 6 次産業化、次世代の農業技術や
9日～11日 第 6 回国際次世代農業 EXPO
製品が集結
第 4 回国際 6 次産業化 EXPO
第 1 回国際畜産資材 EXPO
16日～18日 粉体工業展大阪 2019

幕張メッセ

UBM ジャパン㈱

月

粉体製造・プロセス機器、計装・測定、ラボ機器、材料、
インテックス大阪
エンジニアリング・情報、資源・環境・エネルギー他

有料

一般社団法人日本粉体工業技 075-354-3581
京都
術協会
http://appie.or.jp/

16日～18日

第7回
ファベックス関西 2019

惣菜デリカ・弁当・中食・外食・給食・配色業界向け
の業務用食品、食材、機器、器具、容器、包装、その
他サービス等

インテックス大阪

有料

日本食糧新聞社

03-3271-4816
http://kansai.
fabex.jp

大阪

16日～18日

第3回
フードテック関西 2019

食品産業界の省力化、自動化の推進、人手不足問題へ
の解決や設備機器の需要に対する食品製造・加工機械、 インテックス大阪
厨房機器設備等の最新機械やシステム

有料

日本食糧新聞社

03-3271-4816
http://kansai.
fabex.jp

大阪

関係者 リード エグジビジョン
のみ ジャパン㈱

03-3349-8506
http://www.
medix-tokyo.jp

千葉

03-6222-2277
http://www.
japanpack.jp/

千葉

医療機器向けの加工技術 / 装置部品、計測機器 / 試験
第 10 回
機器 / センサ、医療機器の OEM、FA/ ロボット技術 /
23日～25日 ヘルスケア・医療機器開発
駆動システム、包装機械 / クリーン製品、電子技術、
展東京（MEDIX）
画像処理技術、工作機械等

29日～
11月1日

JAPAN PACK2019
日本包装産業展 2019

包装機械および荷造機械、包蔵材料加工機械、包装用
ロボット / 包装関連機器 / 検査機・検出機、コンポー
ネント / 環境関連機器 / 流通関連機器・サービス、食
品加工機械 / 関連機器、医薬・化粧品関連機械、包装
資材、プラントエンジニアリング、団体 PR/ プレス /
研究機関 / その他

幕張メッセ

幕張メッセ

有料 （一社）
日本包装機械工業会

種子・種苗、耕うん・整地用機械・資器材、育苗用・
定植用資器材、栽培施設・資器材、環境調節機器、栽
培管理機、肥料・農薬 / 収穫・調製・貯蔵、包装・加工、 東京ビッグサイト
運搬作業機、流通関連情報機器・システム・ソフトウェ
ア、鮮度保持剤、農業関連分野

関係者
（一社）
日本能率協会
のみ

03-3434-1988
http://www.jma.
or.jp/ai/

東京

（鳥獣対策）ICT、ドローンを活用した鳥獣捕獲技術、
進入防止柵、システム、GPS、カメラなど野生鳥獣に
20日～22日 鳥獣対策・ジビエ利活用展 関する各種製品、サービス（ジビエ利活用）搬送、処 東京ビッグサイト
理加工、保冷技術、衛生管理、流通、消費などジビエ
利活用に関する各種製品、サービス

関係者
（一社）
日本能率協会
のみ

03-3434-1988
http://www.jma.
or.jp/ai/gm/

東京

関係者（一社）
日本医療福祉設備協会
のみ （一社）
日本能率協会

03-3434-1988
http://www.jma.
or.jp/hospex/

東京

関係者 リード エグジビション
のみ ジャパン㈱

03-3349-8509
http://www.
drinkjapan.jp

千葉

関係者
FOOD STYLE 実行委員会
のみ

03-6812-9423
http://www.
foodstyle-japan.
com

福岡

アグロ・イノベーション
20日～22日
2019

月

20日～22日

HOSPEX Japan2019
病院・福祉給食展

調理設備機器・備品、衛生・クリンリネス・食中毒対
策、システム関連、調理室内設備機器・システム、テー
ブルウェア・容器他

第 4 回ドリンクジャパン
【原料・添加物】【製造設備】【包装機械 / 資材】
【物流
27日～29日（飲料 液状食品 開発・製
/IT システム】【受託 /OEM】
造展）
中旬予定

月

12

入場料

製パン製菓・リテール向け素材と開業者向け設備の展
示会

FOOMA JAPAN 2019
（国際食品工業展）

24日～26日

11

場

有料 （一社）
日本食品機械工業会

9日～12日

22日～24日 第 8 回

10

会

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
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
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、設備機器等）

FOOD STYLE 2019
in Fukuoka

18日～21日 2019 国際ロボット展
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東京ビッグサイト

幕張メッセ

食材 / 飲料 / 調味料 / 加工品 / 調理器具 / 厨房設備、
食器 / テーブルウェア、衛生管理機器 / 設備、店舗設
マリンメッセ福岡
備 / 販促品、フランチャイズ / 開業支援サービス、
容器・
包装 / ユニフォーム / 経営促進他
各種ロボットと応用システム、産業用ロボット、サー
ビスロボット（介護・福祉、インフラメンテナンス等） 東京ビッグサイト
関連機器、シュミレーション

有料

（一社）
日本ロボット工業会
日刊工業新聞社

03-5644-7221
https://biz.nikkan. 東京
co.jp/eve/pfe/

ヤナギヤニュース2019年7月号

8 月 ･9 月のヤナギヤ出展展示会へのご案内
「水産」に関する展示会が一同に集結
ジャパン ･ インターナショナル・シーフードショー

2019

8.21wed▶8.23fri

Guidetotheexhibition
「食」
に関する展示会が一堂に集結

食品の製造から物流・ECまで、課題解決に繋がる専門展示会
小間番号未定

東京ビッグサイト
南展示棟 小間番号未定

2019
2019

9.11wed▶9.13

東京ビッグサイト
fri 青海展示棟

9月11日
（水）～13日
（金）の３
日間、東京ビッグサイト青海展
示棟を会場に、
「フードシステ
ムソリューション（F-SYS）2019」
をはじめ、
「フードファクトリー」
8月21日
（水）～ 23日
（金）の３日間、第21回「ジャパン・インターナショナル・ 「SOUZAI JAPAN」など、食品関
シーフードショー」が東京ビッグサイト南展示棟において開催されます。
連展示会が多数併催されます。
また同会場において、“寿司”に焦点をあてた「すしEXPO」や「国際水産養殖
食品の製造から物流まで関連
技術展2019」
「鮮度流通技術展2019」
「フィッシュネクスト技術展」など４展も 機器情報を一同に集結して開催
併催されます。
されます本展示会に、昨年に引
当社からは、
「サイレントカッター」
「採取機」
「裏漉機」など、原料処理装置の き続き当社からも出展いたしま
展示を予定していますので、水産技術集結の場に是非、足をお運び下さいます すので是非、ご来場いただきま
よう宜しくお願い申し上げます。
すようご案内申し上げます。

ヤナギヤ出展展示会へのご来場御礼 Thankyouforcomingtotheexhibition
2 月 20 日～ 23 日の４日間、幕張メッセにて「モバッ
クショウ 2019」が開催されました。
当社からは最新機種の「連続式スチームオーブン」
をはじめ、「パワーフライヤー」、「小型 IH フライヤー」
、
「ボールカッター BC40C」
、「マイクロミックス」、「擂潰
機 RS27」
、「粉ふるい機」
、「発泡機 BM90」、「採取機
SY3720」など９機種を出展いたしました。

4月17日～19日、
東京ビッグサイト西１～４ホー
ルにおいて開催されました「ファベックス 2019」
に、
「連続式スチームオーブン」及び、最新式「卓
上式スーパーＩＨ焼成機」を出展いたしました。

ボストンシーフードショー

SeafoodExpoNorthAmerica2019

3月17日～19日の3日間、米国・ボストンに
て開催された「Seafood Expo North America
2019」（通称：ボストンシーフードショー）
に初出展し、グローバル戦略部より３名が渡
米してPRに努めました。
1月30日～2月1日の3日間、幕張メッ
セにて「第9回化粧品開発展」が化粧
品展他との3展同時開催により盛大に
開催されました。
当社からは「マイクロミックス」
「乳鉢式
マイクロミックス」
「小型ボールカッター
BC40C」３機種を出展し、練り技術の可
能性にチャレンジしました。

▲５月全体
朝礼で成果
発表するグ
ローバル戦
略部の柳上
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