■･･･当社出品予定展示会
会

１月

新加熱技術による焼成機・フライヤー、
新型ボールカッターなど出展！

モバックショウ 2017
第25回国際製パン製菓関連産業展
２月

インテックス大阪1〜5（A）号館
2月22日（水）〜25日（土）10：00〜17：00
ー ご 来 場 お 待ち申し上げています ー
2 月 22 日よりインテックス大阪において日本製パン製菓機械工業
会主催の「モバックショウ 2017 第 25 回国際製パン製菓関連産業展」
が「さがそう未来・伝えよう誇れる技術」をテーマに開催されます。
製パン製菓製造機械関連業・原材料メーカー などによる約 1,500
小間の出展規模において開催が予定されており、約 35,000 名の来
場者が見込まれています。
モバックショウは、今回で 25 回目を数え、製パン製菓産業に必要
なあらゆる機械・設備・器具、原材料、資材等が一堂に公開展示さ
れるビジネスショウとして、国内外から高い評価を受けており、当社
からも最新鋭の機械展示を予定しております。
是非、この機械に当社ブースへお立ち寄りください。

真空・加熱式ボールカッター BC40C

真空・加熱式マイクロミックス

３月

ヤナギヤブース５号館 516

出展予定機械

連続式発泡機

NEW TYPE！

４月

●下部半球に温水（または冷水）を循環
させて、原料を加熱（または冷却）し
ながら運転が可能です。

IH 加熱式小型フライヤー
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●目的に合わせてナイフの回転数を自由
に設定することが可能です。

光加熱 連続コンベア式＆ドラム式焼成機

光加熱式パワーフライヤー
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実演・試食！

● IH 方式で対応できない高温領
域を特殊ヒーター加熱により
カバーしました。
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展示会名

第７回化粧開発展
23日〜25日
-COSME Tech 2017-

※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。

2017全国主要見本市・展示会情報（上半期１月〜６月）
主 な 展 示 内 容

会

場

原料、OEM、パッケージ、研究機器、販売製品など、化
東京ビッグサイト
粧品の研究・企画開発に必要なあらゆる製品が一堂に出展
介護食、嚥下食、医療食、病院・施設向け業務用食品、宅配食・
東京ビッグサイト
25日〜26日 メディケアフーズ展 2017
在宅高齢者食、高齢者のための健康志向食品、厨房設備・機器
フードサービス・小売り・サービス業のフランチャイ
フランチャイズ・ショー 2017
ズ本部による加盟店募集やニュービジネス企業による 東京ビッグサイト
１日〜３日
（第 33 回）
販売代理店・業務提携先の募集、等

入場料

主

催

者

関係者 リード エグジビション
のみ ジャパン㈱
関係者
UBM メディア㈱
のみ

電話＆URL

03-3349-8509
http://www.cosme-i.jp/
03-5296-1009
http://www.medicarefoods.com
03-6256-7355
無料 日本経済新聞社
http://messe.
nikkei.co.jp/fc/
03-3847-9853
関係者
第21回グルメ＆ダイニング
㈱ビジネスガイド社
食品及びキッチン雑貨、他
東京ビッグサイト
８日〜10日
http://www.gourmet
のみ
スタイルショー春 2017
diningstyleshow.com
健康博覧会 2017
03-5296-1025
健康訴求の食品（健康茶、健康菓子、健康飲料、健康油、健康調味料など）、
15日〜17日
東京ビッグサイト
有料 UBM メディア㈱
健康食・サプリメント展 サプリメント、機能性原料、受託製造、販売促進ソリューション、等
http：//www.this.ne.jp
03-5209-1056
（ 一 社 ） 新 日 本 ス ー パ ー マ ー 海外事務局 03-3512-5673
第 51 回スーパーマーケット 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
15日〜17日
ケット協会
・トレードショー 2017
機器関連、情報・サービス関連、環境・衛生管理関連
http://www.smts.jp
http://www.smts.jp/en/
03-3224-2388
第 12 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、
幕張メッセ
有料 （一財）食品産業センター
15日〜17日
2017
保健機能食品、他
http://www.shokusan.or.jp/
デ リ カ テ ッ セ ン・ ト レ ー ド 03-3255-4830
デリカテッセン・トレード 生鮮品、加工食品、飲料包材、衛生関連、厨房機器、調理器
幕張メッセ
有料
15日〜17日
ショー実行委員会
ショー 2017
具、販促品、サービス、店舗設備、設計、業界情報、等
http://www.delica.jp/
03-6869-6571
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 http://www.
15日〜17日 外食 FOOD TABLE 2017
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
ユニフォーム、食器、飲食店向けコンサルティング
foodtablegaishoku.jp
メディカル ジャパン
関係者 リード エグジビション
03-3349-8509
医療 IT、医療機器・設備、介護・看護製品、先端医療技術、
15日〜17日
インテックス大阪
2017 大阪
のみ ジャパン㈱
製薬に関わるあらゆる製品・技術・サービスが一堂に出展
http://www.medical-jpn.jp/
03-3349-8509
第３回インターフェックス大阪 製薬・化粧品向けの製造・製剤装置、測定・分析装置、
関係者 リード エグジビション
http://www.
15日〜17日 医薬品 化粧品 洗剤
検査機器、クリーン製品、包装機械・資材、受託サー インテックス大阪
のみ ジャパン㈱
研究・製造技術展
ビス、IT、物流・搬送機器などが出展
interphex-osaka.jp/
ホテル・旅館等の宿泊業、レストラン・カフェ・居酒屋等の飲食業に向
（一社）日本能率協会、
（一社）日本ホテル協会、 03-3434-1377
第 45 回国際ホテル・
関係者
けた、業務用厨房設備、客室備品、家具・インテリア、パーティー・ブ 東京ビッグサイト
（一社）日本旅館協会、（一社）国際観光日本 http://www.
21日〜24日 レストラン・ショー
のみ
レストラン協会、（公社）国際観光施設協会 jma.or.jp/hcj/
（HOTERES JAPAN 2017） ライダル演出機器、食器、テーブルウェア、IT 関連システム、スパ、等
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） 03-3434-1377
関係者
第 38 回
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
日本弁当サービス協会（公社）日本メディ http://www.
21日〜24日
のみ
フード・ケータリングショー
フト、給食・業務用食材、等
カル給食協会（一社）日本能率協会
jma.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.
21日〜24日 第17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
jma.or.jp/hcj/
ス機器、調理道具、等
03-5775-2855
ATC ホール
関係者
第 14 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
22日〜23日
http://www.exhibitiontech.
のみ
「シーフードショー大阪」
トレードセンター）
com/seafood̲osaka/
03-6673-4333
2017 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・
インテックス大阪
有料 日本製パン製菓機械工業会
http://www.
22日〜25日（第 25 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
mobacshow.com/
関連産業展）
商空間デザイン・ディスプレー、店舗用装飾材・インテリア素材・製品、店舗什器・設備・
03-6256-7355
JAPAN SHOP2017
照明器具、サイン・看板、グラフィックス製作機器・資材、店頭 POP・SP ツール、インストア・ 東京ビッグサイト
７日〜10日
有料 日本経済新聞社
http://messe.
第 46 回店舗総合見本市
マーケティングツール、AV 機器・システム、関連情報・出版、コンサルティング、他
nikkei.co.jp/js/
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・
（一社）日本能率協会、
（一社）日本ホテル協会、 03-3434-3453
関係者
FOODEX JAPAN2017
麺類・パスタ、菓子・デザート、調味料・香辛料・スプレッド・油脂、アルコール飲料、
（一社）日本旅館協会、（一社）国際観光日本 http://www.jma.
幕張メッセ
７日〜10日
のみ
（第 42 回国際食品・飲料展）
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
レストラン協会、（公社）国際観光施設協会 or.jp/foodex
03-3434-1391
水揚げされた天然および養殖魚介類、水産加工品、冷凍加工水
関係者
（一社）日本能率協会
http://www.jma.
幕張メッセ
７日〜10日 アジア水産・冷食展 2017 産物、シーフード惣菜、畜産品、食肉加工品、調味料、食品添
のみ
or.jp/cfood
加物、冷凍・冷蔵機器、水産養殖技術、冷凍野菜、冷凍果実
03-3434-3453
食品・飲料（農産物、水産物、畜産物、和調味料、発酵調味料、和菓子、茶、日本酒、
関係者
（一社）日本能率協会
http://www.jma.
７日〜10日 和食産業展 2017
泡盛、焼酎など）、和調理機器、包装、和陶磁器、椀、盆、鍋、すり鉢、ざる、網、急須、釜、
幕張メッセ
のみ
or.jp/washoku
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
関係者 リード エグジビション
03-3349-8511
第１回関西次世代農業 EXPO IT 農業、ソーラーシェアリング、植物工場など、次世
インテックス大阪
５日〜７日
のみ ジャパン㈱
〜植物工場・IT などの最新技術 展〜 代の農業技術や製品が集結
http://www.agri-next.jp/kansai/
03-3271-4816
第 20 回ファベックス 2017 惣菜デリカ・弁当・中食・外食・給食・配食業界向けの業務
東京ビッグサイト
有料 日本食糧新聞社
12日〜14日
スマイルケア食 提案ゾーン 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/
03-3271-4816
第 14 回デザート・
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
12日〜14日 スイーツ＆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 協同組合全日本洋菓子工業会 http://www.
カフェ＆ドリンク EXPO
ビス等
（世界洋菓子・パン連盟日本本部） fabex.jp/
03-3523-2755
食品・飲料に特化した PB・OEM の企画・開発・製
関係者
第５回食品＆飲料
日本食糧新聞社
http://www.
造技術 コンサルティング・各種業務システム等 PB・ 東京ビッグサイト
12日〜14日
のみ
OEM マッチング EXPO
pboemfair.com
OEM 関連サービス・商材
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
12日〜14日 第 42 回食肉産業展 2017
流通管理、設備・機械・資材
http://www.shokuniku-sangyoten.jp
03-5296-1034
19日〜21日 MEDTEC Japan2017
〜医療機器の製造・設計〜に関する展示会・セミナー 東京ビッグサイト
有料 UBM Canon Japan G.K.
http://www.medtecjapan.com
ムスリムライフスタイル
03-6221-0828
ムスリムライフスタイル 食品をはじめとした、ムスリム消費者や訪日ムスリム
幕張メッセ
有料
17日〜18日
エキスポ実行委員会
エキスポ 2017
全般を対象とした商品・サービスに関する専門展
http://www.musulimlifestyle.jp/
092-271-5715
外食・中食・給食産業機械、製菓・製パン機器、食肉・水産・農
第 27 回西日本食品
マリンメッセ福岡
有料 日刊工業新聞社
17日〜19日
産加工機器、包装資材、小道具、原材料、食材、機能性食品、等
産業創造展 '17
http://www.nikkanseibu-eve.com/food/
03-6869-6353
［関西］
外食ビジネスウィー 飲料（アルコール・ソフトドリンクなど）食品（農産物・畜産物・水産
関係者［関西］外食ビジネスウィーク
http://www.
物・加工食品など）、厨房設備・調理器具、ユニフォーム、店舗運営設備・ インテックス大阪
23日〜25日 ク 2017
のみ 実行委員会
第８回関西居酒屋産業展 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
k-gaishokubusiness.jp
廃棄物処理・リサイクル・解体・収集・運搬・搬送・保管・物流・サーマル・
03-3262-3526
2017NEW 環境展
バイオマス・IT ソリューション・水処理・水質浄化・土壌・大気・環境改善・ 東京ビッグサイト
有料 日報ビジネス㈱
http://www.nippo.
23日〜26日
（N-EXPO2017TOKYO）
作業改善・環境インフラ・国土強靭化・防災・減災・自治体・学術機環、等
co.jp/n-expo017
03-6812-8690
iﬁa JAPAN2017
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
有料 ㈱食品化学新聞社
iﬁaHFE 事務局（㈱日経ピーアール内）
24日〜26日（第 22 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
http://www.iﬁajapan.com
添加物展・会議）
植物工場・
03-5644-7221
異業種（製造業・インフラ等）からの農業ビジネス参入をテー
７日〜９日
東京ビッグサイト
無料 日刊工業新聞社
スマートアグリ展
マに、「植物工場」等次世代農業製品・ソリューションを展示
https://corp.nikkan.co.jp/events
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・
03-6809-3745
FOOMA JAPAN2017
13日〜16日
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、鮮度管理・品質保持、 東京ビッグサイト
有料 （一社）日本食品機械工業会
http://www.
（国際食品工業展）
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）
foomajapan.jp
03-3349-8506
医療機器向けの加工技術・装置部品、計測機器・試験機器・センサ、バリ取り・洗浄技術、
関係者 リード エグジビション
第８回医療機器 開発・
http://www.
医療機器 OEM、FA・ロボット技術・駆動システム、包装機械・包装資材・クリーン 東京ビッグサイト
21日〜23日
のみ ジャパン㈱
製造展（MEDIX）
medix-tokyo.jp/
製品、IT ソリューション、電子技術、画像処理技術、工作機械・成形機・工具
03-3349-8509
関係者 リード エグジビション
第 30 回インターフェックス ジャパン 医薬・化粧品・洗剤を研究・製造するためのあらゆる
28日〜30日
東京ビッグサイト
http://www.interphex.jp/
のみ ジャパン㈱
医薬品 化粧品 洗剤 研究・製造技術展 機器・システム・技術が一堂に出展
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