
「未来型・食ビジネス」の新たなミッションに向けて！メインテーマ
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高い専門性＆幅広い商品を揃えた
「食品・食材」「機器」「容器」が
一堂に集結！

新規開拓につながりやすい
リアル展示会。
商談のスピードが違います！

「健康米」「加工品」「米粉」等、
お米の新たな需要創造を目指す
「お米未来展2022」初開催！

名刺添付可

本展の開催においては、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
を踏まえ、（一社）日本展示会協会が定めた「展示会業界におけるCOVID-19 感染拡
大予防ガイドライン」ならびに、東京都の「東京都感染拡大防止ガイドライン」および
株式会社東京ビッグサイトが定めた「展示会等における新型コロナウイルス感染症防
止のための対応指針」に準拠して行います。

新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください

体調不良や発熱が
ある場合はご来場
をお控えください

マスク着用での
ご来場をお願い
いたします

会場に各設置する
アルコール消毒液
をご利用ください

対人距離の確保に
ご協力ください

最小
1m

※感染症防止対策のため「事前来場登録」を推奨しております。特別招待券でお越しの場合は、当日会場の混雑状況により、お待ちいただく可能性があります。ご了承ください。

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　FAX.03-3537-1088
E-mail bs@nissyoku.co.jp

ご招待状発行元（社名・団体名）

19

2022年4月13日水～15日金 10：00
～17：00
（3日間共通）

東京ビッグサイト

合同
開催

同時
開催

25

主催 ： プレミアム・フードショー実行委員会主催 ： 麺産業展実行委員会

59

主催 ： 日本食糧新聞社　共催 ： 月刊食品工場長主催 ： 日本食糧新聞社

6展共通 特別招待状

中食・外食産業のビジネスを
ワンストップで俯瞰。
「食」の未来を切り開く、新しい出会いがここに！！

中食・外食産業のビジネスを
ワンストップで俯瞰。
「食」の未来を切り開く、新しい出会いがここに！！

左側の「入場登録用紙」に予め必要事項を
記入し、名刺2枚をご用意の上、会場の当
日受付までお越しください。
なお、会場内の混雑状況により、ご入場を
お待ちいただく可能性がございます。

事前来場登録フォームに必要事項を入力後、登録メールアドレスに
配信される「来場登録完了メール」を印刷の上、お名刺2枚とともに
当日会場の受付にお渡しください。

※事前来場登録の際に来場日時をご入力ください。
　登録完了後に変更を希望される場合は、同一メールアドレスで再登録の上、「来場登録完了メール」の再印刷をお願いします。

※①か②のいずれかで
　ご来場できます。

●事前来場登録は1メールアドレス1名様のご来場登録となります。
●特別招待状1枚につき、1名様がご来場できます。
●上記いずれのご登録もない場合は、入場料5,000円（税込）と名刺2枚が必要です。

6展共通 特別招待状 入場登録用紙

! 本展示会は企業・団体間の商談を目的としたBtoBのイベントです。
下記の理由などにより、事務局が来場者として適正でないと判断した場合、入場を
お断りさせていただくことがあります。
①対象以外の方が身分を偽って来場登録をした場合、またその疑いがあると事務局が判断した場
合。 ②名刺の無い方や名刺の内容に確認が必要と事務局が判断した方については、来場審査カウ
ンターにて確認させていただきます。 ③名刺内容に虚偽・不明および不正な記載のある方、またそ
の疑いがあると事務局が判断した方。 ④会場内において、来場者IDパスを首から下げていない
方、または来場者IDパスに名刺が貼付されていない方、来場者IDパスに社名とお名前の記載が無
い方。 ⑤会場内を事務局係員が巡回しております。係員よりお声がけ・質問に対応していただけな
い方、または係員が来場者として適切ではないと判断した方。

一般入場不可

IDパス未着用入場不可

キャリーバッグ・
カート禁止

出展社への売込み・
営業行為の禁止

名刺不携帯来場者・
コピー名刺の来場者入場不可

ペット連れ入場不可 撮影禁止

試食・飲食を目的とした
来場者の入場不可

ご来場のみなさまにお願い（注意事項）

※の項目は必ずご記入ください
フリガナ

フリガナ

法人名

部署・役職

お名前

住所

T E L

E-mail

※

※

※

※

※

F A X

U R L

※

特別招待状でご入場の方は、予めこちらの入場登録用紙をご記入の上、名刺2枚を添えて受付にお持ちください。

アンケート❶ 該当するものを選択してください　※は複数選択可

アンケート❷ 該当するものを選択してください　※は複数選択可

※

業
　
種

職　種※

役　職

従業員数

□ 新規取引先の開拓　　 □ 新しい商材を探しに　　□ セミナー聴講　　
□ 既存取引先との商談　 □ 業界動向・情報の収集　□ 研修・見学　
□ その他  具体的な内容について（　　             　    　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

Q1.ご来場の主な目的は？※

□ 出展社　□ Webメディア　□ 後援・協力団体　□ 日本食糧新聞社媒体　□ 新聞・雑誌　
□ その他（　　        　　   　　　　　　　　 ）

Q2.本展示会を知った情報源は？※

□ 決定の権限を持っている 　□ 決定について影響力をもっている　 □ 一切関与しない

□ 中食 □ 惣菜・弁当店　□ 惣菜・弁当製造　□ 惣菜・弁当宅配　
□ 仕出し　□ その他

□ 外食

□ ファミリーレストラン　　□ ディナーレストラン　
□ ファーストフード　□ 居酒屋・パブレストラン　□ 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・ドライブイン　□ その他

□ 給食 □ 学校給食　□ 病院・福祉給食　□ 事業所給食・食堂　□ その他

□ カフェ・喫茶 □ 店舗　□ コーヒー販売店　□ 茶葉販売店　
□ カフェ関連商材小売・卸　 □ その他

□ 和洋菓子店 □ 和菓子店　□ 和菓子製造小売　□ 洋菓子店　
□ 洋菓子製造小売　□ その他

□ ベーカリー □ リテイルベーカリー　□ ベーカリーチェーン　 □ その他

□ スーパー・
　 小売業

□ 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　　　　　□ その他

□ 通販 □ ネット通販　□ カタログ通販　□ その他

□ 機器・
　 器具メーカー

□ 店舗機器　 □ 厨房機器　□ 設備機器　□ 製菓道具　
□ 衛生・資材　□ その他

□ 容器・包装メーカー □ 惣菜・弁当容器　□ デザート容器　□ 包装資材　□ その他

□ 商社・卸・問屋・
　 輸入業者
　 （食品）

□ 総合食品卸（全国）　□ 総合食品卸（地域）　□ 業務用食品卸・問屋
□ 酒類卸・問屋　□ 菓子卸・問屋　□ その他食品卸・問屋　
□ 食品商社　　 □ 総合商社　　 □ その他

□ 商社・卸・問屋・
　 輸入業者
　 （食品以外）

□ 総合食品卸（全国）　□ 総合食品卸（地域）　□ 業務用食品卸・問屋
□ 酒類卸・問屋　□ 菓子卸・問屋　□ その他食品卸・問屋　
□ 食品商社　□ 総合商社　□ その他

□ 食品メーカー
□ 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　□ その他

□ 菓子・パンメーカー □ 菓子製造業　□ パン製造業　□ 製菓・製パン材料　□ その他

□ 生産者 □ 農畜水産業　□ その他

□ 医療・福祉 □ 病院　   □ 介護施設　□ 福祉施設　□ その他

□ 公的団体 □ 官公庁　□ 自治体　   □ 公益法人　□ その他

□ その他

□ 経営者・役員　□ 経営企画・事業戦略　　□ 仕入・バイヤー　 
□ 商品企画・メニュー開発　  □ 店舗開発・施設運営　□ 調理・食品製造  
□ 店頭販売・接客　□ 営業　□ 広報・IR　  □ 販促・マーケティング　
□ IT・システム　　 □ 生産技術・品質管理　□ 総務・人事　□ その他
□ 経営者・役員　　□ 管理職（部長・支店長・部門長）　□ 管理職（次長・課長）　
□ 係長・主任・リーダー　　□ シェフ・料理長　　　　 □ 店長・マネージャー　
□ 一般社員・職員　　　　□ 専門職（栄養士等）　　 □ その他

□ 1名～50名　 □ 51名～100名　 □ 101名～300名　 □ 301名～1,000名　
□ 1,001名～5,000名　 □ 5,001名～10,000名　 □10,001名～

業種名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 ）

Q3.製品の仕入・購入について

□ 出展社からの招待状持参　 □ 事務局からの招待状持参　 □ 招待状FAXDM持参　
□ その他

Q4.本日のご来場方法について※

□ 出展検討中 　□ 出展予定　□ 出展決定　□ 出展の予定はない

Q5.本展示会（FABEX）への出展について

□ 購読を希望したい 　□ 見本紙を希望したい

Q6.日本食糧新聞について

本展示会のご来場者は下記の「個人情報等の取扱い方針および使用方法」に同意するものとします。
□ 主催者（日本食糧新聞社）からの各種情報提供を希望しない

株式会社日本食糧新聞社およびその関連子会社（以下、「当社」）は、『個人情報保護法』に則し、お客
様の個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図ります。当社は、お客様からご提供いただいた
個人情報を取り扱うにあたり、個人情報保護に関する関係法令を順守いたします。お客様からご提供
いただいた個人情報を紛失、破壊、社外への不正な流出、改ざん、不正アクセスから保護するために
厳重に管理します。その他の「個人情報等の取扱い方針および使用方法」については、公式Webサイ
トのプライバシーポリシーを必ずご確認下さい。　https://www.fabex.jp

個人情報等
の取扱い方針
および使用方法

ご来場方法

会場アクセスはこちらから確認ください。

ご招待状当日受付事前来場登録ページで
申し込み

来場登録完了メールを
受信

来場登録完了メールを
印刷

当日会場受付に
印刷メールと名刺2枚を持参

名刺

名刺

予定しておりました「ワイン＆グルメ」「ISM
（国際菓子専門見本市）」（主催：ケルンメッセ
株式会社）は開催中止となりました。

1

事前来場登録がお済みの方は
こちらの記入は不要です。

本状1枚で1名様ご入場
いただけます。

入場料5,000円（税込）／事前来場登録者および本状持参者は無料（ただし業界関係者のみ）

※会場全体レイアウトイメージ

プレミアム・
フードショー

合同
開催

麺産業展合同
開催

東6ホール
東5ホール

東4ホール

新展示会「お米未来展」が加わり、
セミナー・イベントも更に充実！

事前来場登録1 こちらの特別招待状で入場2

東4～6ホール

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として分散来場にご協力をお願いします。

ご来場には公式Webサイトの事前来場登録をおすすめします。

事前来場登録受付中！
FABEX東京

https://www.fabex.jp/invite

事前来場登録に
ついてはこちらから

最新の出展社情報・セミナー情報は
公式Webサイトにてご確認ください

! 本展示会は業界関係者向けの専門展示会です。一般の方はご入場できません。

原田産業株式会社
フードセーフティ―チーム

ブース番号: FL-29



ファベックス　イベントゾーン デザート・スイーツ＆ベーカリー展　イベントゾーン

※デザート・スイーツ＆ベーカリー展
プレゼンテーションステージに関して
は当日受付のみとなります。

惣菜・べんとうグランプリ2022　表彰式

事前受講登録に
ついてはこちらから

2：セミナー事前受講登録

1：FABEX東京2022への事前来場登録

新たな米の食文化を伝える、米粉料理
の第一人者「大塚せつ子」氏による調
理実演ライブを行います。健康を考え
た美味しいグルテンフリーの料理をご
試食いただけます。

約40年の歴史を持つ「新製品研究会」の会員情報誌
「新製品トレンド」編集長がセレクトした直近の新製品を
紹介します。

ファベックス����　主催者特別セミナー事前予約可 聴講無料 デザート・スイーツ＆ベーカリー展　プレゼンテーションステージ当日受付 聴講無料

お米未来展　特別セミナー事前予約可 聴講無料

第��回 グラス（氷菓）を使った
アシエットデセール・コンテスト

芸術的で華やかな皿盛りデザートの世界
オリジナリティあふれる創造性と味でプロの
パティシエが頂点を競う！

ファーストトライアル
コンペティション����

デザート業界が取り組む「食品ロス」がテーマの
コンテスト。
食材を無駄なく使い、美味しい菓子製作を披露！

漬物グランプリ����
受賞商品展示コーナー

お米未来展
実演コーナー

セミナー事前登録フローのご説明

当日会場で先着順にて
受付。名刺1枚ご用意
ください。

ソフトサーブコンサルティング
～Level Up! Your Soft Cream!～

日本ラテアート協会
発足記念イベント！

日本食糧新聞社 業務用加工食品ヒット賞／
外食産業貢献賞 受賞商品展示コーナー
日本食糧新聞社「食品新製品トレンド」が
選ぶ注目の新製品コーナー

 INNOVAグローバルトレンドゾーン

プログラムの内容は変更する場合があります。最新の出展社情報・セミナー・イベント情報は公式Webサイトにてご確認ください。

漬 物
グランプリ

No.1No.1

4月13日水

主催 ： 日本食糧新聞社
後援 ：（一社）日本惣菜協会、
　　  （公社）日本べんとう振興協会、惣菜サミット

主催 ： 全日本漬物協同組合連合会
特別協力 ： 日本食糧新聞社

第�回 介護食品・
スマイルケア食コンクール
受賞商品展示コーナー
主催 ： 日本食糧新聞社

10:

40

11:

40

〜

印刷インクは「植物油インク」を使用しています。

<実演ライブスケジュール＞
各日：11時～、13時～、15時～

試食あり

トップバリスタによるデモンストレーションと
ミニラテアート大会を開催！
トップバリスタによるデモンストレーションと
ミニラテアート大会を開催！

地球環境の負荷軽減に資する実現可能な
容器包装のあり方

12:

05

12:

55

〜 一般社団法人環境にやさしい
プラスチック容器包装協会（EPAC）

代表理事 櫻庭 英悦 氏
 （元農林水産省食料産業局長）

大豆ミートだけじゃない！
世界が注目するプラントベース素材
“くるみ”を活用した商品開発

13:

20

13:

50

〜

カリフォルニア くるみ協会

出展社特別ミニセミナー

米産業に未来はあるか
14:

15

15:

05

〜
一般財団法人農政調査委員会 理事長
高崎経済大学 名誉教授（農学博士）

吉田 俊幸 氏

外食・中食産業界のパラダイムシフト、
HACCP法制化に伴う高い生産性の調理
システム

15:

40

16:

30

〜
一般社団法人 新調理システム推進協会 事務局長／

ニチワ電機株式会社 専務取締役 西 耕平 氏

みどりの食料システム戦略と
食品産業への影響

4月14日木
10:

50

11:

40

〜
農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課

地球環境対策室長 久保 牧衣子 氏

市場の伸び以上で売上UPした食品ネット
通販成功企業の最新事例 2022

12:

05

12:

55

〜
リライズコンサルティング株式会社 コンサルティング事業部
WEB卸コンサルティングチーム　チームリーダー

シニアコンサルタント 南口 龍哉 氏

出展社特別セミナー

HACCP制度化と
自主衛生管理のあり方

13:

20

13:

50

〜
HACCP実践研究会

幹事 子林 勝義 氏

ミニセミナー

“スマート卸”でサプライチェーンの最適化を！
フード産業のDXを実現する
「ロカルメオーダー」

14:

15

15:

05

〜
スパイスコード株式会社

共同創業者兼取締役CFO 吉本 ジョージ 氏

食でかなえるSDGs。世界のトレンド、日本の現状
日本人のニーズをとらえた
商品開発のポイントとは？

15:

40

16:

30

〜
日本食研ホールディングス株式会社
マーケティング第二本部 食未来研究室 専任課長 児玉 一穂 氏
Innova Market Insights 日本カントリーマネージャー 田中 良介 氏

環境ビジョン Lawson Blue Challenge 
2050!
～“青い地球”を維持するために!～

4月15日金
10:

50

11:

40

〜
株式会社ローソン

SDGs推進部 主事 長谷川 泉 氏

惣菜中小企業へのAI・ロボット・
量子コンピューターの導入活用
～経産省・ロボットフレンドリーな環境構築支援事業の最新事例～

12:

05

12:

55

〜
一般社団法人 日本惣菜協会

AI・ロボット推進イノベーション担当フェロー 荻野 武 氏

（一社）日本惣菜協会Presents

食品製造工場における衛生管理と
食品微生物検査について

13:

20

13:

50

〜
公益社団法人日本べんとう振興協会

技術顧問 中川 弘 氏

ミニセミナー

「ワタミの宅食」容器回収リサイクルの環
ー未来の子ども達のためにSDGs

14:

15

15:

05

〜
ワタミ株式会社

執行役員 SDGs推進本部長 百瀬 則子 氏

ウィズコロナ時代に拡大する
フローズンフード
～国内・海外の最新トレンド～

15:

40

16:

30

〜
有限会社冷凍食品エフエフプレス

取締役編集長 山本 純子 氏

モンディアル・デュ・パン優勝2連覇に輝いた日本チーム
が語る「健康への付加価値、これからの製パンとは」

4月13日水
11:

00

11:

50

〜 2021年優勝／ブーランジェリー・フリアンド

オーナーシェフ 谷口 佳典 氏
日本チームコーチ／ブーランジェリー パリゴ

オーナーシェフ 安倍 竜三 氏

ヴァンドゥーズとは
～製菓・製パンの販売員の地位向上・人材育成、今後の展望について～

12:

20

12:

50

〜
一般社団法人全日本ヴァンドゥーズ協会 会長／
パティシエ ショコラティエ イナムラショウゾウ オーナーシェフ 稲村 省三 氏
一般社団法人全日本ヴァンドゥーズ協会 副会長 岩田 知子 氏

全日本ヴァンドゥーズ協会 Presents

ヴァンドゥーズに必要な技術・
ラッピング技術

13:

20

13:

50

〜
一般社団法人日本商業ラッピング協会

理事 星野 隆太郎 氏

全日本ヴァンドゥーズ協会 Presents

ヴァンドゥーズ認定試験模擬
～プロが実演＆解説します～

14:

20

15:

05

〜
解説役：一般社団法人全日本ヴァンドゥーズ協会
ヴァンドゥーズ・チーフテクニカルリーダー 

高木 真理子 氏

全日本ヴァンドゥーズ協会 Presents

全国のヴァンドゥーズと繋がろう
～Zoomでパネルディスカッション！～

15:

35

16:

15

〜
インタビュアー：一般社団法人全日本ヴァンドゥーズ協会 

会長 稲村 省三 氏、副会長 柳 正司 氏、
副会長 田中 千尋 氏、副会長 岩田 知子 氏、

全日本ヴァンドゥーズ協会 Presents

4月14日木

11:

00

11:

50

〜

12:

20

13:

10

〜

13:

40

14:

30

〜

15:

00

15:
50

〜

11:

00

11:

50

〜

12:

20

12:

45

〜

14:

00

15:

00

〜

15:

15

15:

55

〜

お米の可能性を広げるこめ油の魅力
～生産者・地球・消費者 3方よしのサイクルを生み出す～

11:

00

11:

50

〜

築野食品工業株式会社 経営企画部 部長 築野 靖子 氏

酵素による炊飯米保管時の品質向上

12:

20

12:

45

〜

Novozymes Japan シニアインダストリーテクニカルスペシャリスト 松原 啓滋 氏

出展社特別セミナー

「低蛋白質加工玄米」で腸腎連関
13:

10

14:

00

〜

一般社団法人メデイカルライス協会 理事長 渡邊 昌 氏

日本が世界に誇るお米の可能性
14:

25

15:

15

〜 一般財団法人医食同源生薬研究財団 名誉会長／一般社団法人日本SDGs協会 名誉会長

東京農業大学 客員教授／東洋ライス株式会社 代表取締役 雜賀 慶二 氏

亀田製菓グループが目指す
“Better For Youの食品業”への進化

15:

40

16:

30

〜

亀田製菓株式会社 代表取締役副社長 ジュネジャ・レカ 氏

11:

00

11:

50

〜

12:

20

12:

45

〜

13:

10

14:

00

〜

14:

25

15:

15

〜

4月14日木
神明グループの挑戦
～アグリフードバリューチェーンの構築に向けて～

4月13日水

株式会社神明ホールディングス

代表取締役社長 藤尾 益雄 氏

酵素による炊飯米保管時の品質向上
Novozymes Japan

シニアインダストリーテクニカルスペシャリスト 松原 啓滋 氏

出展社特別セミナー

災害食大賞©2022 表彰式
日本発！ 災害食という、災害時に健康面や安全面などで安心して食する
ことができる食品を選考し、厳正なる審査を通過した商品を表彰します

災害時の主食はこれでいいのか

一般社団法人防災安全協会 顧問

甲南女子大学名誉教授 奥田 和子 氏

六次産業化支援による地域活性化への貢献

4月15日金

幸南食糧株式会社

代表取締役 川西 孝彦 氏

酵素による炊飯米保管時の品質向上
Novozymes Japan

シニアインダストリーテクニカルスペシャリスト 松原 啓滋 氏

出展社特別セミナー

白米はうまい。玄米はすごい。お米の魅力再発見

一般社団法人高機能玄米協会

会長 尾西 洋次 氏

米の需要創造について

農林水産省 農産局 穀物課

米麦流通加工対策室長 上原 健一 氏

カルピジャーニ・ジャパン株式会社
インストラクター 

グイド・ザゲット 氏

総合プロデュース： 上野 登 氏 一般社団法人日本ラテアート協会 専務理事

アシエットデセール 特別セミナー4/14
木

16:00～
16:50

4/15
金

4/13水
4/14木

中小企業の危機管理と生き残り

全日本洋菓子工業会 理事長／
株式会社コロンバン 代表取締役社長 

小澤 俊文 氏

生米粉を活用したグルテンフリーバウム
クーヘンで地域活性化

株式会社西村機械製作所

代表取締役社長 西村 元樹 氏

紅茶で地域を元気に！宇都宮市を紅茶の消
費量日本一へと導いた世界で1つだけの
オリジナルブレンド紅茶の創造

ワイズティーネットワーク株式会社

代表取締役社長 根本 泰昌 氏

インターナショナルチョコレートアワード
から見る「世界で評価されるチョコレート」
の最新事情

株式会社トモエサブール 代表取締役／
インターナショナルチョコレートアワード 審査員 

さつたに かなこ 氏

全日本洋菓子工業会 Presents

お米未来展 共同特別企画

4月15日金

11:

00

11:

50

〜

12:
20

13:

10

〜

13:

40

14:

30

〜

15:

00

15:

50

〜

急成長するプラントベースフード
～世界の動向と日本の展望～

プラントベースフードジャパン株式会社

代表取締役 山﨑 寛斗 氏

和菓子産業の現状と未来

全国和菓子協会

専務理事 藪 光生 氏

ご当地自慢のタルトを競い合う
「Tarte-1グランプリ」の5年の歩み
～スイーツへの地方特産品の活かし方と、効果的
なPRとは？～

スイーツジャーナリスト

平岩 理緒 氏

世界の伝統菓子から見る
新しいスイーツの提案

株式会社オフィスフェーヴ 代表取締役／
料理ジャーナリスト／
ヨーロッパ郷土料理・菓子・食文化研究家 

並木 麻輝子 氏

スケジュール（予定）

◆10:00～12:45 競技Cグループ
◆15:00～15:40 表彰式

14日（木）

◆ 9：30～12：15 競技Aグループ
◆14:00～16:45  競技Bグループ

13日（水）
4月13日（水）10：40～11：40
表彰式

4月13日（水）～15日（金）
商品展示

お米未来展共同特別企画

全国和菓子協会 Presents

FABEX東京

https://www.fabex.jp/invite

事前来場登録に
ついてはこちらから

デザート・スイーツ＆ベーカリー展／
プレゼンテーションステージへの
ご参加につきまして

惣菜・べんとう
グランプリ���� 
受賞商品
展示・販売コーナー
（販売は一部商品）

わが社自慢の惣菜・べんとう部門
健康・ヘルシー部門
祭事・イベント部門
地方食材・調理法部門
駅弁・空弁部門
デリ・ベーカリー＆スイーツ部門
こだわりのお米部門

エントリー部門

（一社）防災安全協会 Presents

®


	220303_FABEX東京2022_招待状_確認用.pdf
	220215_FABEX東京2022_招待状_確認用.pdf
	220215_FABEX東京2022_招待状.pdf
	220215_FABEX東京2022_招待状2.pdf


	220309_FABEX東京2022_招待状中面.pdf



