
西日本総合展示場新館
（北九州市小倉北区浅野3-8-1）

出展のご案内出展のご案内

食材の宝庫といわれる福岡・九州で、食に関する最新情報の発信をする
産業総合展「西日本食品産業創造展」を31回開催してきました。変わりゆ
く社会情勢に対応して、ユーザーの困りごとを解決する製品、技術、サー
ビスを提供する企業とのマッチングの場をつくってまいりました。限ら
れた一瞬の場ではございますが、出会いの交差の数が多いほど多様な道
が拓け、市場のトレンドをつかみ、新たなニーズを創出。さらにコラボ
レーションが生まれる新価値創造の動きが加速しています。

2022年は第19回FINA世界水泳選手権2022福岡大会の開催変更にともない、西日本食品産業創造展
は11月〈秋〉に変則開催。2023年は約半年後の５月〈春〉に北九州市で初開催します。九州・博多で秋に
出会い、モノづくりの聖地・北九州で春に再会するチャンスになります。場づくりの利用価値は無限
大！九州の今を、そしてこれからを五感で体感できる環境をご用意いたします。多くの皆さまのご出
展・ご来場を心からお待ちしています。

◇食材の宝庫  九州で  出会いの交差点づくり

◇ 22年は11月に変則開催／23年は５月に北九州で初開催

◇九州発‼食の未来を考える―プロモーション始動

2022年と2023年開催を連続する一つの展示会と位置付け、共通テーマでひとくくりします。テーマ
は「食の未来を考える～つながりを ひろがりへ～」。プロモーションは2021年11月からスタート。１
年半程度にわたり、新聞社ならではの発信力を総動員します。

●展示会公式ホームページの発信力を高めます。
●会期前から出展者の新商品、新技術、新サービスを発信。
　旬な企画も立て来場促進。出展者と来場者のマッチングを支援します。
●業界間の新たな協業を含め戦略的な販路拡大、新価値創造への挑戦を後押しします。

新商品、新技術、新サービス
作ったんだけど、

どうやってPRしよう？

展示会でまとめて
解決します！

コストもかかるな⁉

食展のターゲットエリアは、福岡・九州。さらに西日
本地域へ拡大。過去31回開催してきました。食品製
造加工、関連機器などを一堂に公開展示する産業総
合展として評価をいただき、成長してまいりました。

食材の宝庫・九州で開催　農林水産業が盛んな九州は、食品関連メーカーが多数立地

食品の製造加工・関連機器に特化　食の安全・安心の高まりを受け、衛生・品質管理・HACCP対策、
人手不足による自動化・省力化機器へのニーズが拡大

九州で200社・団体超による最新の商品・技術・サービスを一堂に展示・紹介。とくに食品工場の自動化・省力化、衛生・品質
管理・HACCPに対応した生産・加工機器の展示・紹介が増加しています。営業、製造現場、経営部門責任者らが九州域内外
から来場しています。

エンドユーザーの業界団体による多彩なイベント開催　製菓・製パン、惣菜、司厨士などの業界団体関
係者、ならびに西日本地区で機能性食品開発を研究支援する学術研究関係者による実演展示、競技、講
演会などを開催。ニーズとシーズのマッチングの場を創出

（一社）全日本司厨士協会西日本地方本部
（一社）日本惣菜協会
（一社）福岡県洋菓子協会
福岡市菓子協同組合　

●協会会員ホテル・レストラン紹介
●お惣菜で日本（Nippon）を元気に！
～豊かで健康な活力ある未来へつなぐ～

●ブルーベリーを使ったお菓子のコンテスト
●博多マイスターによる手ごねパンの実演・参加・試食

グラフ    食展
選ばれる 九州発！食の産業総合展

特
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〈前回 コロナ禍での開催来場実績〉引用：2019年版九州の現状 九州経済産業局

〈前回 コロナ禍での開催来場実績〉

福岡菓業青年会　
福岡市パン協同組合
製菓製パン協力会　
西日本機能性食品開発研究会実行委員会

de

●2021洋菓子実技コンテスト福岡大会
●和菓子体験講習会
●セミナー／酒づくり人づくり200年
～日本酒と本格焼酎を世界レベルへ！減圧蒸留機の開発等～

日刊工業新聞社
マスコットキャラクター

『ものたん』

※前回は下記のイベントなどが開かれ、出展者と盛んな交流が生まれました。

改訂版
2022.3

〈九州の業種別事業所数〉

100%

沖縄県 0.3%
東海・北陸・中部 0.3%
東北・北海道 0.1%

宮崎県 0.8%
鹿児島県 0.6%

関東 1.9%

中国・四国 1.5%

大分県 1.6%
長崎県 1.8%

近畿 2.0%
熊本県 3.3%

北九州市
4.8%

佐賀県 3.6%

その他
福岡県
31.0%

岡

県
82.2%

福

福岡市
46.4%

〈地域別分類〉

100%

〈業種別分類〉
給食事業（学校・病院他） 1.5%

外食（飲食店・
レストラン他）
10.9%

学生
9.4％

建築・設計・施工 4.6%

官公庁・自治体・公的機関 2.6%
海外 0.3%
農・林・漁業 1.1%

製菓・
製パン
11.0% 食品関連

機器
11.5%

食品関連卸・
小売
14.2%

食品製造・
加工

（製菓・製パンを除く）
18.0%

その他・一般
14.9%

100%

食料品
２３.９％

金属製品
１０.６％

窯業・
土石製品
８.２％

生産用機械器具 6.3%飲料・たばこ・飼料 5.5%
繊維工業 5.2％

印刷・同関連 4.9％

木材・木製品（家具を除く）
4.8％

プラスチック製品（別掲を除く）
4.0％

家具・装備品
3.9％

その他
22.9％

100%

〈職種別分類〉
栄養士 0.7% 資材・購買 1.0%

生産技術・生産管理 1.3%
設計 1.4%

衛生・品質管理・検査 2.4%
宣伝・企画 2.8%

研究・開発 4.5%
調理
6.9%

経営・管理
10.0%

製造
13.8% 一般事務・

その他
16.9%

営業・販売
38.3%
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開催にあたって

開催概要

　日刊工業新聞社は食に関する最新情報を発信する産業
総合展「西日本食品産業創造展」を毎年、福岡市で開催し
ています。九州は食材の宝庫として国内外から高い評価を
得ています。その一方で消費者の食に対する高い安全・安
心に応える優れた商品やサービス、生産技術の進化が、ま
すます求められています。とりわけ新型コロナウイルス感
染症の世界的な感染拡大は、多くの商談機会が失われるな
ど社会経済を一変させました。
　そこで新たな食ビジネスの拡大、再構築に向けて本展示
会は、「食の未来を考える～つながりを ひろがりへ～」を

九州経済産業局／九州厚生局／九州農政局／農研機構九州沖縄農業研究センター／（国研）産業技術総合研究所九州センター／山口県／福岡県／佐賀県／長崎県／熊本県／大分県／宮崎
県／鹿児島県／沖縄県／北九州市／（一社）九州経済連合会／福岡商工会議所／福岡県商工会連合会／韓国貿易センター（福岡）／台湾貿易センター福岡事務所／タイ国政府貿易センター
／日本貿易振興機構（ジェトロ）福岡貿易情報センター／（独）中小企業基盤整備機構九州本部／（公財）福岡観光コンベンションビューロー／福岡県工業技術センター／（公財）福岡県中小企業
振興センター／（公社）福岡県栄養士会／（公社）佐賀県栄養士会／（公社）長崎県栄養士会／（公社）熊本県栄養士会／（公社）大分県栄養士会／（公社）宮崎県栄養士会／（公社）鹿児島県栄養
士会／（公社）沖縄県栄養士会

（一社）日本食品機械工業会／（一社）日本フードサービス協会／（協）日本製パン製菓機械工業会／（公社）日本パッケージデザイン協会／（一社）日本冷凍食品協会／（一社）日本弁当サービス
協会／（公社）日本給食サービス協会／（一社）日本麺類業団体連合会／（公財）日本健康・栄養食品協会／（一社）日本食肉加工協会／（一社）全日本司厨士協会西日本地方本部／（一社）西日本
冷凍空調工業会／（一社）日本厨房工業会九州支部／（公社）日本包装技術協会西日本支部／（一社）日本外食品流通協会九州・沖縄支部／全麺連九州ブロック協議会／（一社）日本惣菜協会／
九州包装資材協議会／九州銘菓協会／西日本機能性食品開発研究会実行委員会／福岡県食品産業協議会／山口県菓子工業組合／福岡県菓子工業組合／佐賀県菓子工業組合／長崎県菓
子工業組合／熊本県菓子工業組合／大分県菓子工業組合／宮崎県菓子工業組合／鹿児島県菓子工業組合／山口県パン工業協同組合／福岡県パン協同組合連合会／熊本県パン協同組合／
大分県学校給食パン米飯協同組合／宮崎県製パン協同組合／鹿児島県パン工業協同組合／沖縄県製パン事業協同組合／山口県洋菓子協会／（一社）福岡県洋菓子協会／佐賀県洋菓子協会
／長崎県洋菓子協会／（一社）熊本県洋菓子協会／大分県洋菓子協会／宮崎県洋菓子協会／鹿児島県洋菓子協会／（一社）沖縄県洋菓子協会／福岡県製餡協同組合／福岡市技能職団体連
合会／福岡市菓子協同組合／福岡菓業青年会／（公社）福岡市食品衛生協会／福岡市パン協同組合／製菓製パン協力会

出展申し込み締め切り来場者 動員計画・サービス

早期申し込み特典

●招待券・案内チラシの配布
●ポスター掲示
●日刊工業新聞紙上でのPR
●日刊工業新聞HP
●日刊工業新聞社発行雑誌によるPR
●専門誌・経済誌 等での広告・報道
●セミナー・イベント開催による来場促進

広報・宣伝（予定）

●無料送迎バスの運行
　博多駅筑紫口～会場間／天神～会場間
●休憩コーナーの設置

付帯施設・来場サービス

政府の指針や福岡県・日本展示会協会・福岡コンベンションセン
ター・北九州観光コンベンション協会のガイドラインをもとに、必要
な安心・安全な対策を徹底いたします。

新型コロナウイルス感染症対策

第１次募集締め切り日
第32回西日本食品産業創造展 ’22：2022年２月28日（月）
第33回西日本食品産業創造展 ’23：2022年９月30日（金）
までにお申し込みいただいた場合、先着で右記の２つの特典
からお好きなものを１つお選びいただけます。
なお、先着数に達し次第終了とさせていただきます。

出展料金及び募集小間数

〈出展料に含まれるもの〉
●出展スペース
●仕切り壁

〈出展料に含まれないもの〉
●出展スペースの装飾費（パラペット、カーペット等）
●電気、水道、ガス、エアー工事費及び使用料

〈パッケージ仕様内訳〉
●パラペット＋社名板
●机（450×1800㎜クロス付）２台
●パイプ椅子２脚

（1小間：間口1980×奥行2000×壁高2700㎜）

西日本機能性食品開発研究会コーナー
 募集小間数／20........... ￥209,000（税込）

小
間特設

（1小間：間口2970×奥行3000×壁高2700㎜）
募集小間数／380...... ￥275,000

(税込)

タイプ
小  間A

（1小間：間口1980×奥行2000×壁高2700㎜）
募集小間数／10......... ￥187,000

（税込）

タイプ
小  間B ※原材料・食材ブロックのみ

※島小間等、通路に面している場合、仕切り壁は含まれません。（詳細は、出展規定 小間の様式をご確認ください）

クローズドセミナー ストックスペース

◎ストックスペース
（１小間：間口1980×奥行2000×壁高2700㎜）
１枠… ￥22,000 （税込、４日間通し料金） 先着10社
利用期間／設営日２日目（火）設置終了後～
 会期最終日（金）

● 備品や収納ボックス等の保管にご利用ください。
（施錠はいたしませんので、貴重品等は出展者様に
て管理をお願いします。）

● 定員及び開催負担金（１枠１時間・別途準備30分）
　 セミナー会場Ｂ／84名.................. ￥44,000（税込）
　 セミナー会場Ｄ／45名.................. ￥33,000（税込）

※上記以外の追加備品がある際は、別途費用がかかります。
※出展者セミナーは１社２本までとします。
※定員数は、開催状況により変更する場合があります。

●酒づくり人づくり200年 
～日本酒と本格焼酎を世界レベルへ！減圧蒸留機の開発等～
●2021年、新たな食の暮らしと惣菜への期待
●基本ラッピング術。今だからこそ、基本を覚えよう！！
●働き方改革！時短への挑戦～新たな経営スタイルの構築～
●「食の未来を考える」（世界料理オリンピック2020）
●若葉へエール！ ～今活躍する先輩からキミへのメッセージ～

セミナー開催テーマ（2021年の実績）

●会場使用料
●机・イス
●プロジェクター
●スクリーン
●有線マイク２本
●ホワイトボード

〈開催負担金に含まれるもの〉

出展対象

出展対象／厨房機器、外食産業用機械、フライヤー、フードスライサ
ー、カッター各種、蒸し器、炒め機、寿司機械、製麺機械、攪拌機、乳製
品機械、殺菌装置、洗浄機、その他食品機械　など

タイプ
小  間Ａ

小
間特設

タイプ
小  間Ｂ

外食･中食（弁当・惣菜）･給食産業ブロック

出展対象／機能性食品（錠剤、カプセル状など薬品状の製品を除く）、
機能性食品開発事例、商品化事例、メニュー開発事例（健康メニュー、
楽食メニューなど）
企画主催／西日本機能性食品開発研究会実行委員会

第18・19回
西日本機能性食品開発研究会コーナー　出展対象／成形機、焼成機、攪拌機、充填機、練り機、包あん機、型抜

機械、混合機、製造機、オーブン、コーティング機、ミキサー、ショーケ
ース、フリーザー、冷蔵冷凍機械、その他製菓製パン機械　など

タイプ
小  間Ａ

製菓･製パン機器ブロック

出展対象／農産加工機械、水産加工機械、搾汁機、抽出機、充填機、
選別機、混合機、原料洗浄機、皮むき機、その他加工機械　など

タイプ
小  間Ａ
食肉・水産・農産加工機器ブロック

出展対象／コロナウイルス（感染症）対策、除菌・殺菌装置、検査・測定器、
洗浄機、各種検出機、マスク、キャップ、計測機器、計装機器、各種処理機
械、各種掃除機、脱臭・消臭機、HACCP対応製品、ソリューション　など

タイプ
小  間Ａ
衛生・品質管理・ＨＡＣＣＰ対策ブロック

出展対象／（店舗向け）分煙、ディスプレイ、照明、ラック、POP、キャッ
シュレス決済、POS、店舗提案、（店舗及び製造施設向け）設計、装飾、
ユニフォーム、調理器具　など

タイプ
小  間Ａ
設備･機器・サービスブロック

出展対象／包装機、ラベル貼り機、シール機、包装材料加工機械、食
品容器、紙器、プラスチック容器、プリンター、充填包装機、その他包
装機械　など

タイプ
小  間Ａ
包装資材ブロック

出展対象／輸送技術、梱包機器・技術、搬送装置・システム、冷凍・冷
蔵等各種技術、倉庫、流通用地　など

タイプ
小  間Ａ
食品業界を支える物流ブロック

出展対象／ロボット、自動化システム、水処理装置、排水設備、発電
システム、エネルギー機器、省エネ（節電）・高効率機器、ポンプ、冷
凍・解凍機器、制御装置、省人化装置　など

タイプ
小  間Ａ
食品工場の自動化・省力化ブロック

出展対象／製菓・製パン材料、農畜水産物、冷凍食品、加工食品、調
味料、飲料、食品添加物、商品開発や製粉加工、食材全般
※原材料・食材のみ対象

タイプ
小  間Ａ
原材料・食材ブロック

出展対象／食品ロス・３R（リデュース・Reduce、リユース・Reuse、リサ
イクル・Recycle）関連機器、装置、技術　など

タイプ
小  間Ａ
食品ロス・３Ｒコーナー

テーマに開催します。業界間の新たな協業や新商品、新技
術、新サービスを加速させ、戦略的な販路拡大、新価値創
造への挑戦を後押しする場を創出します。これにより「新た
な食の未来」に出会い、つくり、発信する展示会として、食
品製造現場の最新情報を一堂に展示紹介します。
　主催者といたしましては、この展示会が食にかかわる多
くの来場者に有益な情報を提供し、西日本地域における食
品産業の発展に貢献できれば幸いです。来場者、出展者双
方にとって、本展示会が有意義な場となりますよう、全力を
尽くしてまいります。

■ 後　　援 （順不同、申請予定）

■ 協　　賛 （順不同、申請予定）

名 称

テ ー マ

会 期

開 場 時 間

会 場

入 場 料

出展募集小間数

目標来場者数

併 催 事 業

主 催

共 催

第32回 西日本食品産業創造展 '22

食の未来を考える

10：00～17：00（最終日は16：00）

5,000円（消費税込）
※事前来場登録・招待券持参の方は無料（但し業界関係者のみ）

2022年11月16日（水）～18日（金）３日間
※16・17日はビジネスデー、
　18日は一般・学生の入場も可

マリンメッセ福岡A館

2023年５月24日（水）～26日（金）３日間
※24・25日はビジネスデー、
　26日は一般・学生の入場も可

第33回 西日本食品産業創造展 '23

410小間（予定）

22,000人（目標）

関連セミナー、特別展示、関連イベント他

日刊工業新聞社

西日本食品産業創造展 開催委員会

●マーカー
●コンセント２口
●レーザーポインター
●受付補助アルバイト１名（30分）
●会場案内サイン
●募集・招待状記載

現在、特に注視すべき情報や、
今すぐ役立つセミナーを募集いたします。

● 第１次募集〆切
（早期申し込み期限）…………… 2022年２月28日（月）
● 第２次募集〆切
（招待状掲載可能期限）………… 2022年６月30日（木）

● 第１次募集〆切
（早期申し込み期限）…………… 2022年９月30日（金）
● 第２次募集〆切
（招待状掲載可能期限）………… 2022年12月23日（金）

第32回西日本食品産業創造展 ’22

第33回西日本食品産業創造展 ’23

福岡サンパレス ホテル＆ホール

マリンメッセ福岡Ａ館

アクセス

前回実績

開催までのスケジュール

マリンメッセ福岡Ａ館（福岡市博多区沖浜町7-1）

●市内バス
●タクシー
●地 下 鉄

天神、博多駅からマリンメッセ前下車
天神から…約6分　博多駅から…約10分　福岡空港から…約15分
呉服町駅下車 徒歩……約15分  中洲川端駅下車 徒歩……約18分

交通機関のご案内

※第33回西日本食品産業創造展’23の会場は西日本総合展示場新館
　(北九州市小倉北区浅野3-8-1)となります。

会期中無料バス運行 博多駅　　　会場　　　天神

●会　　期　2021年５月19日㈬～21日㈮
●会　　場　マリンメッセ福岡A館
●出展者数　184社・団体
●出展小間数　321小間

５/19（水）
５/20（木）
５/21（金）

晴れ
雨
曇り

合　　計

3,077人
2,685人
3,367人
9,129人

名　刺
商　談
成　約

件　数
6,551件
651件
37件

金　額

２億4,629万円
537万円

※会場内は上限5,000人かつ収容率50%以下の人数制限と
しました。（緊急事態宣言によるイベント開催制限のため）

※上記は出展者より届け出のあった金額および件数です。

会期中の入場者数 会期中の成約・引合

2022年
２月28日（月） 第１次募集〆切（早期申し込み期限）
６月30日（木） 第２次募集〆切（招待状掲載可能期限）
７月中旬 出展の手引き・設営申込書配布
８月 出展者説明会開催
９月上旬 主催者広報宣伝開始
 出展者用宣伝物配布
９月末 各種設営申込〆切
11月14日（月）・15日（火） 搬入・装飾期間
11月16日（水）・17日（木）・18日（金） 会期10：00～17：00（18日は16：00まで）
11月18日（金） 搬出期間（16：00～21：00）

2022年
９月30日（金） 第１次募集〆切（早期申し込み期限）
12月23日（金） 第２次募集〆切（招待状掲載可能期限）
2023年
１月中旬 出展の手引き・設営申込書配布
２月中旬 出展者説明会開催
３月上旬 主催者広報宣伝開始
３月中旬 出展者用宣伝物配布
３月末 各種設営申込〆切
５月22日（月）・23日（火） 搬入・装飾期間
５月24日（水）・25日（木）・26日（金） 会期10：00～17：00（26日は16：00まで）
５月26日（金） 搬出期間（16：00～21：00）

2021年11月  出展募集開始
第32回西日本食品産業創造展 ’22 第33回西日本食品産業創造展 ’23

TEL.092-271-5715　FAX.092-271-5881　URL : https://www.nikkanseibu-eve.com/food/　E-mail : foodinfo@nikkan.tech

展示会事務局／日刊工業新聞社 西部支社 企画営業部
〒812-0029　福岡市博多区古門戸町 1-1

●FL40W１灯
●100Vコンセント（２口）
●100V・0.93kWまでの電気工事、使用料金含む

出展者の声
【出展した印象】
●コロナ禍の影響で、例年に比べて少なかったが、ビジネスを中心に
話すことができ良かった

●比較的、決裁者と商談することができた
●初めて出展したため、通常では訪問できない所の方とも話をするこ
とができ、今後もやりとりすることができる機会をいただくことが
できた為、良かった

大変良かった
40%

良かった
50%

来場者の声
【来場した印象】
●コロナ禍ではあるが、リアルの展示会を開
催してくれたこと

●予想以上の情報収集ができた
●今後の現場運営において不足している箇
所を補う事が可能なものがあり、その発
見につながった為

※基礎パネルがシステムパネルに変更になりました。

❶ 西日本食品産業創造展公式ホームページ（HP）上に
バナー広告を掲載いたします
（第32回・33回それぞれ先着10社予定）
※先着数に達した後でも有料にて承りますので、掲載ご希望の際はご相談ください。

❷ 日刊工業新聞紙面でのプレビュー紹介をいたします
（第32回・33回それぞれ先着20社予定）

《第32回・第33回連続出展》同時申し込み特典

第32回と第33回の西日本食品産業創造展に同時にお申し込みいただけますと以下の特典を進呈いたします。　締め切り日：2022年6月30日(木)

※本特典にお申し込みされる方は、早期申し込み特典対象外となります。ご了承ください。

A公式HPに出展企業の
①動画  ②写真５点 
③800文字程度の自由原稿 
④企業概要  を掲載いたします
開催前から、公式HP内で来場者へ訴求します。

B会場配布のリーフレット 
出展企業の特別紹介スペースに
掲載いたします
ブース誘引のためのPRツールの一つとしてご活
用いただけます。

C会場内のデジタルサイネージに
出展企業情報を掲載いたします
来場者の目を引く通路に設置。企業PR・製品PR
を開催期間中、ずっと行えます。

〈前回アンケート結果〉

西日本総合展示場新館
（北九州市小倉北区浅野3-8-1）

※20～30分
　おきに運行


