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1 第31回 西日本食品産業創造展’21 マリンメッセ福岡
2021/5/19(水）～
2021/5/21(金）

日刊工業新聞社　西部支社展示事
務局

092-271-5715

2

FABEX中部
ファベックス中部2021

（同時開催：中部デザート・スイーツ＆ベーカ
リー展、カフェ＆ドリンクショー関西、
東海スーパーマーケットビジネス

ポートメッセなごや
食品スーパー・惣菜ベンダー・フード

デリバリー・外食関係者
日本食糧新聞社

2021/7/14（水）～
2020/７/15（木）

日本食糧新聞社
ビジネスサポート本部

展示会事業部
03-3537-1077

3

FABEX中部2021
中部デザート・スィーツ＆ベーカリー展

（同時開催：ファベックス中部2021、カフェ＆ド
リンクショー関西、
東海スーパーマーケットビジネス

ポートメッセなごや

菓子・ベーカリー製品・素材/材料、
食品機械・店舗機器・厨房機器・製
菓道具・衛生・資材、トレイ・パック、
パッケージ、ラッピング、ラベル、
ディスプレイ、設計・施工　など

日本食糧新聞社/
共同組合全日本洋菓子
工業会

2021/7/14（水）～
2020/７/15（木）

日本食糧新聞社
ビジネスサポート本部

展示会事業部
03-3537-1077

4

FABEX中部2021
カフェ＆ドリンクショー関西

（同時開催：ファベックス中部2021、デザート・
スイーツ＆ベーカリー展、
東海スーパーマーケットビジネスフェア）

ポートメッセなごや
飲料・食品
機器・機材

店舗設備・資材
日本食糧新聞社

2021/7/14（水）～
2020/７/15（木）

日本食糧新聞社
ビジネスサポート本部

展示会事業部
03-3537-1077

5

東海スーパーマーケットビジネスフェア

（同時開催：ファベックス中部2021、デザート・
スイーツ＆ベーカリー展、カフェ＆ドリンク
ショー関西）

ポートメッセなごや

食品メーカー、海外食品メーカー、
大手食品卸、都道府県・市町村・商
工会・商工会議所・公益団体・ＪＡ・Ｊ
Ｆ・地方銀行　他

日本食糧新聞社　中部
支社

2021/7/14（水）～
2020/７/15（木）

日本食糧新聞社
ビジネスサポート本部

展示会事業部
03-3537-1077

6
ホテル・レストラン・ショー＆FOODEX
JAPANi in 関西2021

インテックス大阪
業務用設備機器、業務用食材・飲
料、衛生関連設備・備品、等

（一社）日本能率協会/
（一社）日本ホテル協会/
（一社）日本旅館協会/
（一社）国際観光日本レ
ストラン協会　他

2021/7/14（水）～
2021/7/16（金）

日本能率協会
03-3434-1377

7
第11回　「食の魅力」発見商談会
              [データベース商談会］　2021

TRC東京流通センター
[データベース］

　2021/８/1（日)～
2022/7/31

リッキービジネスソリューション 03-3282-7712

8 Food Japan 2021　ONLINE

(シンガポール)
Suntec　Singapore
Convention and Exhibitiion
Centre

日本の食品
日本の食品関連機器・サービス
（農産品・水産品・畜産品、加工食
品、菓子・デザート・ズナック、アル
コール飲料日本茶、清涼飲料、テー
ブルウェア・カトラリー、伝統工芸
品、調理・厨房機器、食品製造機
器、食品素材、農業技術、外食、教
育団体、コンサルティング）

Food Japan
実行委員会

2021/8/1（日）～
2021/10/28（木）

Food Japan事務局
（日本事務局）

045-323-9155

9

第9回P&B　JAPAN
東京フードテクノロジーウィーク2021

（同時開催：第1回レトルト・インスタント食品素
材技術展）

パシフィコ横浜
P&B JAPAN　実行委員
会
日本イージェイク㈱内

2021/9/2(木）～
2021/9/3(金）

運営事務局 03-6459-0444

10

第20回ダイエット＆ビューティーフェア2021
(同時開催）
第7回　アンチエイジングジャパン
第12回　スパ＆ウエルネスジャパン

東京ビッグサイト青海展示棟 コスメ UBMジャパン株式会社
2021/9/13（月)～
2020/9/15（水）

インフォーマ・マーケットジャパン
（株）

03-5296-1013

11
COSME Week　OSAKA 2021
第２回国際化粧品展　大阪

インテックス大阪
スキンケア・メイクアップ・ボディケ
ア・ヘアケア・サロン用コスメ・メンズ
コスメ・香水など

RX Japan㈱
2021/9/29(水）～
2021/10/1(金）

RX Japan㈱ 03-3349-8587

12
スマートグリッドEXPO
（同時開催：第8回太陽光発電展、第7回二次
電池展、第5回ﾊﾟｲｵﾔﾏｽ展）

東京ビッグサイト

電力・ガス・国・地方自治体・重電・
ハウスメーカー・ゼネコン・アグリ
ゲーター・需要家(ビル・工場・商業
施設)など

RX Japan㈱
2021/9/29(水）～
2021/10/1(金）

RX Japan㈱ 03-3349-8587

令和3(2021)、令和4（2022）年度　商談会・展示販売会・催事開催予定一覧（福岡県商工会連合会外主催）
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13 第11回　通販食品展示商談会 東京交通会館　１２階
2021/9/30(木）～
2021/10/1（金）

14
地方銀行フードセレクション
Food　Selection　2021
データベース商談会

オンライン上での商談会
農業生産者、食品関係者、機械
メーカー、ITベンダー、研究開発、
行政他

2021/10/1～2022/9
月末

1,000社 8月末まで
地方銀行フードセレクション

　企画運営事務局
03-3282-7712　

15 食品開発展2021 東京ビッグサイト
インフォーマ　マーケッツ
ジャパン㈱

2021/10/6(水）～
2021/10/8(金）

インフォーマ　マーケッツ　ジャパン
㈱

03-5296-1017

16

外食ビジネスウィーク 2021

（同時開催）
　全国食の逸品EXPO

東京ビッグサイト青海展示棟

外食産業の食品・飲料・設備、サー
ビス／
地域食材・飲料等の外食・中食・小
売業

外食ビジネスウィーク/
全国食の逸品EXPO
実行委員会

2021/10/7（木）～
2021/10/8（金）

17 モノづくりフェア2021 マリンメッセ福岡
日刊工業新聞社
西部支社

2021/10/13(水)～
2021/10/15(金)

日刊工業新聞社
西部支社

092-271-5715

18 関西農業WEEK インテックス大阪
2021/10/13(水)～
2021/10/15(金）

03-3349-8511

19
東京インターナショナルギフト・ショー
　秋2021

東京ビッグサイト
(株）ビジネスガイド社
インターナショナル・
ギフト・ショー事務局

2021/10/13(水)～
2021/10/15(金）

（株)ビジネスガイド社 03-3843-9851

20

FABEX関西
ファベックス関西2021

（同時開催：デザート・スイーツ＆ベーカリー
展、地域食品ブランドフェア、関西カフェ＆ドリ
ンクショー関西）

インテックス大阪
食品スーパー・惣菜ベンダー・フード
デリバリー・外食関係者

日本食糧新聞社
2021/10/13（水）～
2021/10/15（金）

日本食糧新聞社
展示会事業部

03-3537-1077

21

FABEX関西2021
関西デザート・スィーツ＆ベーカリー展2021

（同時開催：、地域食品ブランドフェア、関西カ
フェ＆ドリンクショー関西）

インテックス大阪

菓子・ベーカリー製品・素材/材料、
食品機械・店舗機器・厨房機器・製
菓道具・衛生・資材、トレイ・パック、
パッケージ、ラッピング、ラベル、
ディスプレイ、設計・施工　など

日本食糧新聞社/
共同組合全日本洋菓子
工業会

2021/10/13（水）～
2021/10/15（金）

日本食糧新聞社
展示会事業部

03-3537-1077

22

FABEX関西2021
地域食品ブランドフェア

（同時開催：ファベックス関西2021、カフェ＆ド
リンクショー関西、地域食品ブランドフェア）

インテックス大阪
飲料・食品
機器・機材

店舗設備・資材
日本食糧新聞社

2021/10/13（水）～
2021/10/15（金）

日本食糧新聞社
展示会事業部

03-3537-1077

23
FABEX関西
カフェ＆ドリンクショー関西2021

インテックス大阪
飲料・食品
機器・機材

店舗設備・資材
日本食糧新聞社

2021/10/13（水）～
2021/10/15（金）

日本食糧新聞社
展示会事業部

03-3537-1077

24 第2回　フードテックジャパン 幕張メッセ RX Japan㈱
2021/10/13(水）～
2021/10/15(金）

フードテックジャパン　事務局 080-3754-2335（担当：関）

25
観光・ホテル・外食産業展
ＨＯＫＫＡＩＤＯ2021

アクセスサッポロ（札幌市・白
石区）

北海道の観光・ホテル・外食産業の
ビジネスを活性化する、宿泊施設や
飲食店向けの設備、機材、備品、ソ
フトのほか、観光プロモーションの
ための各種ツールなど、関連製品・
サービスをお持ちの出展企業を全
国から募集

（一社）日本能率協会
2021/10/27（水）～
2021/10/28（木）

観光・ホテル・外食産業展　事務局 03-3434-3453

26
フードシステムソリューション2021

（同時開催：フードセーフティジャパン）
東京ビッグサイト

2021/10/27(水)～
2021/10/29(金）

フード庵　事務局 03-3503-7661
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27
地方銀行フードセレクション
Food　Selection　2021

東京ビッグサイト
　青海展示棟

農業生産者、食品関係者、機械
メーカー、ITベンダー、研究開発、
行政他

地方銀行　フードセレク
ション実行委員会

2021/11/4（木）～
201/11/5（金）

800社 リッキービジネスソリューション（株） 03-3282-7712　

28
ジャパンインターナショナルシーフードショー
2021

東京ビッグサイト
一般社団法人
大日本水産会

2021/11/8(月）～
2021/11/10(水）

事務局 03-5775-2855

29 メッセナゴヤ2021
ポートメッセなごや（名古屋港
金城ふ頭）

業種・業態の枠を越え、各出展者の
持ちよる製品やサービスを当地名
古屋から国内外に広く情報発信し、
販路拡大や人脈形成を図る「国際
総合展示会」であり、活発なビジネ
ス交流を展開していただく「異業種
交流の祭典」。

メッセナゴヤ実行委員会
（愛知県・名古屋市・名古
屋商工会議所）

2021/11/10（水）～
2021/11/13（土）

予定数になり次第
メッセナゴヤ実行委員会 事務局
(名古屋商工会議所内)

052-223-5708

30 Food Style 2021 マリンメッセ福岡 小売、中食、外食業界
FＯＯＤ　ＳＴＹＬＥ実行委
員会

2021/11/10（水）～
2021/11/11（木）

FＯＯＤ　ＳＴＹＬＥ KYUSYU実行委
員会

03-6812-9423

31 第25回買いまっせ！売れ筋商品発掘市 大阪府立体育会館

百貨店、スーパー、通販、ホームセ
ンター、生協などへの販路開拓を希
望する中小製造業、卸売業、農林
水産業など1,350名

大阪商工会議所 2021/11/11（木）
大阪商工会議所

流通・サービス産業部
06-6944-6440

32
第5回"日本の食品"輸出ＥＸＰＯ

インテックス大阪

加工食品（即席、缶詰など）、農畜
産物、水産物、ドリンク、酒類、菓
子、調味料、調理器具、食器、物
流・輸出サービスなど

RX Japan㈱
2021/11/17(水)～
2021/11/19(金)

RX Japan㈱ 03-3349-8511

33

野菜・果物ワールド2021

野菜・果物展
野菜・果物調理・加工技術展

東京ビッグサイト
　青海展示棟

生鮮野菜・果物、輸入野菜・果物、
スーパーフード、加工食品、
野菜・調理設備機器、レストラン・
フードサービス設備機器、調理・加
工・包装・管理設備機器・システム、
環境保全設備機器

一般社団法人
　日本能率協会

2021/11/24（水）～
2021/11/26（金）

野菜・果物ワールド事務局
JAM一般社団法人日本能率協会
産業振興センター内

03-3434-1988

34
COSME Week Tokyo 2021
第9回国際化粧品展　東京

東京ビッグサイト
スキンケア・メイクアップ・ボディケ
ア・ヘアケア・サロン用コスメ・メンズ
コスメ・香水など

リードエグジビジョンジャ
パン㈱

2022/1/12（水）～
2022/1/14（金）

リードエグジビションジャパン（株） 03-3349-8587

35 FOOD　STYLE　Kansai2022 インテックス大阪
2022/1/26（水）～
2022/1/27（木）

FOOD　STYLE　Kansai実行委員会 03-6812-9423

36
東京インターナショナルギフト・ショー
春2022

東京ビッグサイト

(株）ビジネスガイド社

インターナショナル・
ギフト・ショー事務局

2022/2/8(火)～
2022/2/10(木)

（株)ビジネスガイド社
インターナショナルギフト・ショー事

務局
03-3843-9851

37
HJC2022
第43回フード・ケータリングショー

東京ビッグサイト
給食・宅配サービス業界に向けた商
談専門展

（公社）日本給食サービ
ス
（一社）日本弁当サービ
ス
（公社）日本メディカル給
食協会

2022/2/15（水）～
2022/2/18（金）

合計1000社
（2,600ブース）

(早期申込期限2021年7
月30日（金）） ＨＣＪ三展合同事務局 03-3434-1377

38
HJC2022
第22回厨房設備機器展

東京ビッグサイト
セントラルキッチンを含む総合厨
房、フードサービス機器の商談専門
展

（一社）日本厨房工業会
（一社）日本能率協会

2022/2/15（火）～
2022/2/18（金）

合計1000社
（2,600ブース）

(早期申込期限2021年7
月30日（金）） ＨＣＪ三展合同事務局 03-3434-1377

39
HJC2022
第50回国際ホテル・レストラン・ショー

東京ビッグサイト
外食・宿泊・レジャー業界に向けた
商談専門展

（一社）日本能率協会
（一社）日本ホテル協会
（一社）日本旅館協会
（一社）国際観光日本レ
ストラン協会
（公社）国際観光施設協
会

2022/2/15（火）～
2022/2/18（金）

合計1000社
（2,600ブース）

(早期申込期限2021年7
月30日（金）） ＨＣＪ三展合同事務局 03-3434-1377

40
オリジナル商品開発ＷＥＥＫ
第4回地域産品展

東京ビッグサイト （一社）日本能率協会
2022/2/15（火）～
2022/2/18（金）

160ブース

(早期申込期限2021年7
月30日（金））
通常申込期限2021年10
月22日（金）

オリジナル商品開発ＷＥＥＫ事務局 03-3434-1377
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41 スーパーマーケット・トレードショー 幕張メッセ 食品・加工食品等
（一社）全国スーパー
マーケット協会

2022/2/15（火）～
2022/2/18（金）

会員優先受付期限
　　　2021/7月21日（水）
一般受付
　　　2021年8月11日
（水）

スーパーマーケット・トレードショー
運営事務局

03-5209-1056

42
ＦＯＯＤＥＸ　ＪＡＰＡＮ2022
第47回国際食品・飲料展

幕張メッセ

代替食品・ＳＤＧｓ、フードライセン
ス・フランチャイズ展、ＦＯＯＤＥＸ　Ｔ
ＥＣＨ、輸入食品、食シーン提案、
オーガニック＆ウェルネス、菓子・デ
ザート＆スナック、アルコールドリン
ク、ソフトドリンク、Ｔｅａ＆Ｃｏｆｆｅｅ、
食品・飲料輸出促進展、フードパッ
ケージ＆ロジスティクス、水産、農
産、ＦＯＯＤＥＸ　ＭＥＡＴ、調味料・加
工食品、出版・情報、時短調理、全
国食品博、和食産業展、ＦＯＯＤＥＸ
ＷＩＮＥ

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ事務
局

2022/3/8(火)～
2022/3/11(金）

3500社

(早期申込期限2021年7
月30日（金））
通常申込期限2021年10
月8日（金）

ＦＯＯＤＥＸ　ＪＡＰＡＮ事務局
03-3434-3453

43

国際スマートグリッドEXPO
（同時開催：水素・燃料電池展、太陽光発電
展、二次電池展、バイオマス展、火力発電
EXPO、資源環境EXPO）

東京ビッグサイト

電力・ガス・国・地方自治体・重電・
ハウスメーカー・ゼネコン・アグリ
ゲーター・需要家(ビル・工場・商業
施設)など

RX Japan㈱
2022/3/16(水）～
2022/3/18(金）

RX Japan㈱ 03-3349-8576

44

FABEX2022
ファベックス2022

（同時開催：デザート＆スイーツ＆ベーカリー
展、食品&飲料OMEマッチング　　他）

東京ビッグサイト
食品スーパー・惣菜ベンダー・フード

デリバリー・外食関係者
日本食糧新聞社

2022/4/13（水）～
2022/4/15（金）

日本食糧新聞社
ビジネスサポート本部

展示会事業部
03-3537-1077

45

FABEX2022
デザート・スィーツ＆ベーカリー展

（同時開催：ファベックス2022　他）

東京ビッグサイト

菓子・ベーカリー製品・素材/材料、
食品機械・店舗機器・厨房機器・製
菓道具・衛生・資材、トレイ・パック、
パッケージ、ラッピング、ラベル、
ディスプレイ、設計・施工　など

日本食糧新聞社/
共同組合全日本洋菓子
工業会

2022/4/13（水）～
2022/4/15（金）

日本食糧新聞社
ビジネスサポート本部

展示会事業部
03-3537-1077

46 関西物流展 インテックス大阪 関西物流展実行委員会
2022/4/13（水）～
2022/4/15（金）

関西物流展　事務局 0120-900-886

47 ifiaジャパン2022 東京ビッグサイト ㈱食品化学新聞社
2022/5/18（水)～
2022/5/20(金）

運営事務局 03-3228-7520

48 FOOMA　JAPAN　2022　大阪 インテックス大阪
一般社団法人 日本食品
機械工業会

2022/6/７(火）～
2022/6/10(金）

FOOMA JAPAN 運営事務局 03-6809-3745

49
CAFERES JAPAN 2022

(同時開催：お米・穀物産業展2022等）
東京ビックサイト

2022/7/27(水）～
2020/7/29(金）

カフェレスジャパン事務局 03-5363-1701

50

九州アグロ・イノベーション２０２２
（同時開催）
・スマートアグリ技術展、・農業資材展
・農産物加工、流通技術展、・畜産資材展、・
鳥獣対策、ジビエ利活用展）

マリンメッセ福岡
JMA　一般社団法人日本
能率協会

2022/11/15（火）～
2022/11/16（水）

九州アグロ・イノベーション事務局 03-3434-3453


