
洋菓子・和菓子・ベーカリーの有力団体とともに、業界の活性化と課題解決を目指します！！

●社名板
●システムパネル

●カーペット（色選択可）
●パラペット

◆パッケージブースに含まれる設備

◆トータルサポートサービス（ブース設計・デザイン・施工）ご利用の流れ

◆試食メニュー開発及び調理デモスタッフ派遣（調理デモ用設備・機材を含む）

※

出展申込書送付先（郵送／E-mail／FAXいずれも可）

日本食糧新聞社 ビジネスサポート本部 展示会事業部
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-4 ヤブ原ビル6F
TEL.03-3537-1077　bsoffice@nissyoku.co.jp

03-3537-1088FAX

試食メニュー開発及び調理デモスタッフ派遣

日本食糧新聞社 中部支社
〒451-0043 愛知県名古屋市西区新道2-15-6 菊井イーストビル3F

FAX. 052-571-7319

052-571-7318TELTEL 03-5843-6536
出展および運営に関するお問い合わせ

日本食糧新聞社 展示会運営事務局（エヌイーオー企画内）
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-12-2 ASKビル5F

FAX.03-5843-6529

◆壁面および開放面イメージ◆出展料金◆出展規格

展示ブースの設計・デザインから当日の施工まで、
主催者事務局（装飾チーム）がワンストップでご提案。
ブースデザインの他、備品調達やブーススタッフ（コ
ンパニオンなど）の手配も可能です。

1小間用
 50,000円（税別）

2小間用
 80,000円（税別）

3小間用
 100,000円（税別）

通常出展料金に追加して、1～3小間の出展社に限りお申し
込みいただける、基本的な設備を備えたプランです。

さらに追加での装飾をお考えの場合は各自ご用意いただくか、
主催者事務局（tel.03-5843-6536）にご相談ください。

一括見積・
一括請求！3つのメリット！ 出展小間

位置優遇！
万全の
サポート！

トータルサポートサービスのご利用を検討されている出展社に限り、別途豊富な施工事例をご覧いただけます。事務局までお問い合わせください。

出展社の
ご希望を
ヒアリング

ブースデザイン・
プランの
ご提案

必要経費
一括見積・
請求

提出書類作成・
申請代行

ブーススタッフ
派遣・
レンタル備品
手配

ブース造作 会期中
サポート ブース撤去

間口 3.0m×奥行2.0m（6.0㎡）

220,000円（税別）
１小間

※スペースのみの
　料金となります。

本指定枠をお申し込みいただきますと、2面開放ブース（角小間）をご用意い
たします。数に限りがありますのでご希望に沿えない場合もございます。予め
ご了承ください。

◆2面開放ブース（角小間）指定枠

◆出展小間料金に含まれるもの
●ご招待状  ●ポスター  ● 出展社説明会
●公式Webサイト・ガイドマップ等での情報
　公開
※展示小間の装飾費・運営費、電気・水道・ガス
工事費とその使用料、自社展示物・人的損害
保険料等の費用は含まれておりません。

30,000円（税別） ※ブース位置は出展規定に基づき主催者が決定いたします。

1小間出展の
企業のみが対象

日本食糧新聞社

検索ファベックス中部 www.fabex.jp/chubu ★各種資料は公式Webサイトよりダウンロードできます。

3.0m

6.0m2
2.0m

※出展申込締切日までに出展申し込みおよびトータルサポートプランを
　ご契約いただいた場合に限ります。

「ファベックス」「デザート・スイーツ＆ベーカリー展」「カフェ＆ドリンクショー」3展の総称。
惣菜デリカ・弁当・中食・外食・給食業界、和菓子・洋菓子・ベーカリー・カフェ・飲料を
網羅した食品・食材、機械・機器、容器・包装の業務用専門展示会です。

出展のお申込みは公式Webサイトより www.fabex.jp/chubu

主催：日本食糧新聞社
後援：一般社団法人日本惣菜協会／公益社団法人日本べんとう振興協会／一般社団法人日本スーパーマーケット協会
 公益社団法人日本炊飯協会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団法人日本給食サービス協会
 公益社団法人日本メディカル給食協会／一般社団法人日本鉄道構内営業中央会／一般社団法人全日本・食学会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※申請中（予定含む）

主催：日本食糧新聞社

◆出展の取り消し 出展申込者の都合により、取り消し・解約があった場合、右記のキャンセル料をお支払いいただきます。

出展検討社向け説明会開催決定！！日　時：2020年3月3日（火）
 14：00～16：00（予定）
会　場：ウインクあいち 参加対象：出展に興味がある企業様

参加費無料
お問い合わせ先はこちら

主催：日本食糧新聞社／協同組合全日本洋菓子工業会（世界洋菓子・パン連盟日本本部）
共催：全国和菓子協会／全日本パン協同組合連合会　特別協力：リテイルベーカリー協同組合

「和洋菓子」「ベーカリー」部門の更なる強化で
出展社の提案力と商談力をバックアップ！

中食・外食産業の課題を解決する
提案型の業務用専門展

昭和35年に設立され、日本全国で
200社余りの洋菓子・パンの製造を
行う事業所が加入。また、世界の洋
菓子組合から構成される世界洋菓
子・パン連盟（U.I.B.C）に日本代表と
して参加し、世界的レベルで洋菓子
界の現況や将来性についての問題
を共有し、親交を深め、加盟各国と
の交流に努めています。

協同組合全日本洋菓子工業会

商談の可能性を広げる業界団体との協力体制での絶大な相乗効果！

（世界洋菓子・パン連盟日本本部）

理事長
小澤 俊文 氏

昭和25年6月に「和菓子同業者の結
束を高め、共同で諸問題に対応し、必
要な事業を行い、和菓子産業の発展
向上を図ること」を目的として設立。
「和菓子の健康性や文化性を訴える
ためのシンポジウム」等の開催、「優
秀和菓子職」の認定、「和菓子の日」
事業の他、教育、共同購入、広報活動
等 、々活発に事業を推進しています。

全国和菓子協会

会　長
細田 治 氏

昭和31年に中小企業等協同組合法に基
づき農林大臣（現・農林水産大臣）から
設立認可を受けた団体で、パンの製造・
販売を行う事業者をもって組織された全
国51組合を会員としている。組合員各社
の協調を図りその機能を発揮して組合員
各社と業界の発展を図るとともに、新し
い製パン技術の開発や食の安全安心の
確保に向けた活動を行なっています。

全日本パン協同組合連合会

会　長
西川 隆雄 氏

公式に認可された協同組合として、
パン業界の将来にむけて必要な事
柄を前向きに実行。主に経営者皆様
の共通問題でもある「労務問題」
「原材料問題」等の課題を解決して
いく活動を行っています。また、パン
食の普及と職人の技術向上を目的と
した取り組みとしてベーカリージャパ
ンカップを企画・運営しています。

リテイルベーカリー協同組合

理事長
伊原 靖友 氏



3分野が一体となって問題を解決！
容器
包装

機械
機器

食品
食材

東海エリアのスーパーマーケットをターゲットに、
業界の発展と課題解決に向けた商談型展示会を
FABEXと合同開催!!◆来場対象

◆日本食糧新聞社だからできる！！媒体のプロモーション
新聞・雑誌　WEB　で出展社を強力にサポートします！

関西を
ターゲットにした
誘客・導引

中部を
ターゲットにした

誘客・導引

関東をターゲットにした
誘客・導引　

4月

10月

★ ★
名古屋

大阪 ★東京

FABEX2019

関東
79.3%

※合同開催展を含む

東海  5.2%
関西  4.6%
北海道・東北  2.8%
北陸・甲信越  2.9%
九州・沖縄  1.4%
中国・四国  1.5%
海外  2.3%78,024名

東京：4月
FABEX関西2019
大阪：10月

FABEX中部
2020開催

FABEX
2020開催

FABEX関西
2020開催

名古屋：7月
15,000名
来場目標

各種媒体で特集

●惣菜販売店・チェーン　
●惣菜弁当宅配・仕出し　
●宅配・配食サービス
●惣菜チェーンデザート開発部門

中食

●レストラン・ファーストフード・　
　居酒屋
●割烹・料亭　●ホテル・旅館 
●レジャー・アミューズメント施設
●道の駅　
●ホテル、レストランなどデザート
　開発部門
●事業所給食・食堂　
●給食事業者・セントラルキッチン
●学校給食　●病院・福祉給食

外食／給食

●リテイルベーカリー　
●ベーカリーチェーン　
●和菓子店　●和菓子製造小売
●洋菓子店　●洋菓子製造小売

ベーカリー／和洋菓子

●店舗　●コーヒー販売店　●茶葉販売店
●カフェ関連商材小売・卸

カフェ・喫茶 ●惣菜・完調品　●冷凍チルド　●農産加工　
●水産加工　●小麦加工　●生鮮・素材　
●調味料・だし　●乳製品　●油脂類　●飲料・酒類
●菓子製造業　●パン製造業　●製菓・製パン材料

食品メーカー／菓子・パンメーカー

●総合スーパー（GMS）　
●食品スーパー　
●コンビニエンスストア　
●デパート・百貨店　●生協　
●ドラッグストア　
●デパート・スーパー・CVS・小売業
　（デパート部門バイヤー）
●ネット通販　●カタログ通販

小売業／通販

●総合食品卸（全国）　
●菓子卸・問屋　
●業務用食品卸・問屋　
●総合商社　
●機械機器商社・卸・問屋　
●容器包装商社・卸・問屋

商社・卸・問屋

●店舗機器　●厨房機器　
●設備機器　●製菓道具　
●衛生・資材　●惣菜・弁当容器　
●デザート容器　●包装資材

機器・器具メーカー／容器・包装メーカー

●特養・老健・有料老人ホーム　
●デイサービス　●病院・福祉施設　
※管理栄養士・栄養士・ケアマネージャー・介護
福祉士など
●官公庁　●自治団体　●公益法人

医療・福祉／公的団体

中食・外食産業の課題を解決する
提案型の業務用専門展
中食・外食産業の有力団体と一体となって開催します！

洋菓子、和菓子、ベーカリーの
有力団体とともに、業界の課題解決に
向けて質の高い展示会を目指します!!
商談に繋がる幅広いジャンルのデザート開発部門関係者が多数来場！！

東京・大阪で12万人を動員するFABEXが
中部地域の小売業界とタッグを組んだ『食の総合見本市』！！

カフェ業界のみならず、
幅広いジャンルの業界関係者が多数来場！！

全国有数のカフェ文化を持つ名古屋をターゲットとした初の専門展示会

ファベックスでは､食品・食材、機械・機器、容器・包装の3分野が一体となり､
商品･メニュー･ソリューションを提案。中食・外食業界が抱える問題の解決を目指します。

●惣菜・弁当・調理済食品  
●素材・食材・生鮮  
●半加工・半調理食材  
●調味料・香辛料・出汁  
●食用油・油脂類  
●ケアフード関連商材 など

●食品機械  
●店舗機器  
●厨房機器
●調理器具  
●衛生・資材  など

●トレイ・パック  
●パッケージ
●ラッピング  
●ラベル  
●シール など

●設計・施工  
●販促・ディスプレイ  
●情報システム  
●FCビジネス  
●出版 など

etc.

●コーヒー　●紅茶　●緑茶
●中国茶　●ソフトドリンク 
●アルコール類　●香料 
●カフェ関連食品・食材 など

●コーヒーマシン ●焙煎機 
●ティーサーバー 
●ドリンクサーバー 
●製氷機　●暖房機器 など

●カップ ●容器 
●テーブルウェア 
●調理用具 
●カフェ関連製品 など

●菓子・ベーカリー製品
●菓子・ベーカリー素材／
　材料  
●飲料 など

●食品機械  
●店舗機器  
●厨房機器
●調理器具  
●衛生・資材  など

●トレイ・パック  
●製菓用ペーパー  
●パッケージ
●ラッピング  ●ラベル  
●シール  ●リボン など

●設計・施工   
●販促・ディスプレイ  
●情報システム  
●FCビジネス  
●出版 など

etc.

世界のお菓子PCG
（協同組合全日本洋菓子工業会）

JMニュース
（惣菜産業新聞）

日本食糧新聞 日本食糧新聞電子版 日食外食レストラン新聞 月刊食品工場長

合 同 開 催

関西
83.1%

東海 4.3%
中国・四国 4.2%
関東 3.7%
海外 2.1%
九州・沖縄 1.3%
北陸・甲信越 0.9%
北海道・東北 0.4%

※合同開催展を含む

39,724名

5つの出展メリット5つの出展メリット そ
の
1
そ
の
1
愛知・静岡・岐阜・三重エリアの
スーパーマーケットをターゲット
にした商談型展示会です

そ
の
2
そ
の
2

小売・ギフト向けから中食・外食・
デザート業界にいたるまで
「地方の隠れた逸品」を中部地域
にPRする絶好の機会です

そ
の
4
そ
の
4
FABEXとの相乗効果により
惣菜やスイーツなどの分野も
カバーする展示会です

そ
の
3
そ
の
3
人手不足などスーパーの経営課題
に対するソリューションを総合的に
提案する場となります

そ
の
5
そ
の
5
後援スーパーに加え
中食・外食業界の有力企業との
個別商談を実施します

後援企業一覧（50音順）

株式会社バロー

株式会社ヤマナカ

株式会社ぎゅーとら

株式会社不二屋

株式会社
静鉄ストア

株式会社
アオキスーパー

株式会社義津屋

株式会社ドミー

生活協同組合連合会 東海コープ事業連合

株式会社
タカラ・エムシー

株式会社フィールコーポレーション

●食品メーカー
●生鮮品　●加工食品　
●健康食品
●菓子・スイーツ
●飲料・酒
●海外食品メーカー・団体
●大手食品卸 

●都道府県　●市町村
●商工会議所　●商工会　
●公益団体(財団法人・各種協議会など)
●JA(農業協同組合)
●JF(漁業協同組合)　●地方銀行
●地域食品・農産物・JA・JFを含む生産者団体
●地域行政ごとの地域振興機関

●バックヤード店舗設備・
機器・資材メーカー　

●情報・サービス
食 品
食 材

自治体
関 連

設 備
機 器

株式会社
遠鉄ストア

マックスバリュ
東海株式会社

TOKAI
AREA

名
古
屋
初
！！

中部SM懇話会、静岡SM懇話会、日本食糧新聞社中部支社、(株)エヌイーオー企画
※東海地域の有力食品スーパーで構成するSM懇話会と共に質の高い展示会を創ります。

実行委員会




