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2018 年 10 月 19 日 

                                      Food Japan 実行委員会 

 

ASEAN 市場に向けた日本食品総合見本市 

Food Japan 2018  10 月 25 日よりシンガポールで開催  

「日本の食品」「日本の食品機械」「日本のサービス」を売り込む 
  
 

○ ASEAN 市場最大級 211 団体が「日本の食品」「日本の食品機械」「日本のサービス」を売り込む    

○ 農林水産省、経済産業省、日本貿易振興機構、シンガポール政府観光局等の後援を受け開催 

○ ASEAN 市場に海外ネットワークを有する日本の金融機関 17 行と協力し開催 

○ セミナー・ワークショップ：完全養殖「近大マグロ」セミナー、和牛を活用したメニュー提案 他 

○ The 12th Annual NYP-Swensen’s ice-cream challenge at Food Japan 2018 開催 

○ 北海道産品を活用したメニュー提供  会場：J-Food Court  

  

 Food Japan 実行委員会（OJ Events Pte Ltd※1）は、農林水産省、経済産業省、日本貿易振興機構、観光庁、日本

アセアンセンター、自治体国際化協会、在シンガポール日本国大使館、シンガポール政府観光局、日本食品機械工業会

の後援、足利銀行、伊予銀行、静岡銀行、七十七銀行、十六銀行、常陽銀行、千葉銀行、中国銀行、長野県信用組合、

八十二銀行、百五銀行、百十四銀行、広島銀行、福岡銀行、北陸銀行、北國銀行、武蔵野銀行の協力のもと、2018 年

10 月 25 日（木）26 日（金）27 日（土）の 3 日間、Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre にて、 

日本食品総合見本市「Food Japan 2018」を開催いたします。 

  

 今年で 7 回目を迎える本見品市には、211 団体※2 が一堂に会し「日本の食品」「日本の食品機械」「日本のサービ

ス」を出展。農林水産品・加工食品、清涼飲料、アルコール飲料、日本茶・緑茶飲料、食品機械、調理器具、厨房機

器、テーブルウェア、伝統工芸品、輸送技術、食品素材を ASEAN 市場に売り込みます。 

 

＜出展商品 一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メディアリリース 
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10 月 25 日（木） 11:30-12:30 

完全養殖「近大マグロ」に関するセミナー 

解体イベント 

協力：成田市場水産物貿易協同組合 

10 月 26 日（金）15:30-16:30 

和牛調理のデモンストレーション 

協力：農林水産省、日本料理前友 

10 月 27 日（土）13:30-15:30 

The 12th Annual NYP-Swensen’s ice-

cream challenge at Food Japan 2018 

会期中 最新技術・ノウハウを学ぶ、新たな可能性を体感する「セミナー/ワークショップ」を開催 

 完全養殖「近大マグロ」に関するセミナー・解体イベントや、日本酒に関するワークショップ、ハラル認証取得に

関するセミナー、現地日本料理店主による和牛を活用したメニュー提案等、業界の専門家を招き、日本産品の加工技

術、調理技術、素材活用の提案、デモンストレーションを行います。 

  

 27 日の最終日は、NYP’s School of Chemical & Life Sciences※3 と Swensens Singapore (Swensen’s)※4 が主

催する“Instagram worthy Creative Ice Cream Sundae” を競うコンペティションと連携します。革新的な原材料

を使用し”インスタ映えするサンデー”のレシピ開発がテーマとなる本年度、新たな原材料の提案として事務局では出

展社商品を提案。会場では、事前審査を通過した出展商品を活用した”サンデー“の提案が行われます。なお、優勝し

た”サンデー“は Swensen’s の協力のもと、実店舗でのメニュー展開が今後予定されています。 

 

＜プログラム一例＞ 会場：J-Studio（セミナー・イベントスペース）                        ※画像はイメージです 
    
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

「元気です北海道」 ＠「J-Food Court」（フードコート）を併設 

 北海道胆振東部地震の被害にあわれました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。  

 今日の北海道が世界に誇る風光明媚な景色や、国内随一のおいしい食の魅力には何ら変化が無いにも関わらず、風

評被害や過度の自粛ムードによる観光客減少など二次的な経済被害がすでに発生している報道を深刻に捉え、会場内

の「J-Food Court」（フードコート）で「元気です北海道」の名のもとに、北海道産の食材を活用したフードメニュ

ーを提供（有償）し、北海道の皆さまの一助になることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜展示会概要＞ 

     名  称：Food Japan 2018       

 会  期：2018 年 10 月 25 日（木）･26 日（金）・27 日（土）  

                   25 日（木）・26 日（金） 10:00-17:30 ※2５日、2６日は食品業界関係者のみ入場可 

                   27 日（土）11:00-16:30 ※一般消費者入場可 

  会  場：Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre 401-402 

 主  催：Food Japan 実行委員会（OJ Events Pte Ltd）  

 公式 WEB：www.oishii-world.com 

※1： OJ Events Pte Ltd は、シンガポールで見本市の主催・企画・運営、日本の食品のマーケティング・調査事業を展開。 

※2：「Food Japan 2018」への参加出展団体の合計数。（2018 年 10 月 19 現在）出展社一覧 別添①参照。 

※3： ＮＹＰは、Nanyang Polytechnic の略称。生徒数約 15,000 名の国立技術高等専門学校。 

※4： Swensen’s は、米国発祥のアイスクリームチェーン店。世界で 300 店舗以上を展開。 

【本リリースに関するお問い合わせ先】Food Japan 事務局 （日本事務局）  TEL：＋81-3-6257-3892     

  

メニュー  

①北海道産ホタテ磯辺焼き    

②北海道産浜ゆで毛蟹 土佐酢添え 

③北海産産ホタテと茸の炊き込み御飯 刻みのりといくら添え 

④北海道産えだまめ 

               ※諸般の事情により変更となることがございます。 

協力： 魚長食品、ぎょれん北光、日本水産、日本精塩、     

      伯方塩業、ホクレン農業協同組合連合会      

http://www.oishii-world.com/
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Food Japan 2018 出展社一覧 （社名五十音順） 別添① 

社名 所在地 

青木酒造株式会社 茨城県 

株式会社青木松風庵 大阪府 

株式会社秋川牧園 山口県 

ACCEA SINGAPORE PTE LTD シンガポール 

ASIAWIDE FRANCHISE CONSULTANTS LTE LTD シンガポール 

株式会社阿部善商店 宮城県 

株式会社 E 熊本県 

泉橋酒造株式会社 神奈川県 

板倉酒造有限会社 島根県 

いちき串木野市 鹿児島県 

株式会社市木水産 鹿児島県 

公益財団法人茨城県中小企業振興公社 茨城県 

INTER RICE ASIA PTE LTD シンガポール 

WAREES HALAL LIMITED シンガポール 

株式会社魚健 山口県 

株式会社ウオショク 新潟県 

株式会社魚長食品 北海道 

宇部蒲鉾株式会社 山口県 

エアーテックホールディングス 福岡県 

株式会社エコファームみかた 福井県 

NPK LOGISTICS PTE LTD シンガポール 

株式会社 FS-Trading 千葉県 

株式会社大阪屋製菓 鹿児島県 

AUSSIE HEALTH ECOGREEN PTE LTD シンガポール 

大松米穀店 岐阜県 

株式会社オオヤブデイリーファーム 熊本県 

岡田コーヒーストア 兵庫県 

株式会社岡田屋本店 島根県 

岡山伝統産業振興協同組合 岡山県 
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隠岐酒造株式会社 島根県 

沖縄県シンガポール事務所 シンガポール 

株式会社沖縄長﨑堂 沖縄県 

奥出雲酒造株式会社 島根県 

株式会社海津屋 富山県 

鹿児島県漁業協同組合連合会 鹿児島県 

鹿児島市中央卸売市場魚類市場輸出促進協議会 鹿児島県 

鹿児島中央水産株式会社 鹿児島県 

金砂郷食品株式会社 茨城県 

株式会社カネキ吉田商店 宮城県 

株式会社板野酒造本店 岡山県 

株式会社辻本店 岡山県 

株式会社夢ファーム 岡山県 

株式会社亀商 福井県 

株式会社芥子屋四郎 埼玉県 

合資会社寒菊銘醸 千葉県 

菊池酒造株式会社 岡山県 

株式会社菊之園 岐阜県 

合同会社北印度会社 熊本県 

株式会社北山物産 富山県 

九州中央魚市株式会社 鹿児島県 

京都花室おむろ（有限会社フラワーハウスおむろ） 京都府 

京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会 京都府 

協和酒造株式会社 愛媛県 

株式会社清野屋 新潟県 

株式会社ぎょれん北光 東京都 

株式会社銀閣寺大西 京都府 

株式会社くがに菓子本店 沖縄県 

熊本商工会議所 熊本県 

株式会社グランバー東京ラスク 千葉県 

株式会社 GreeNexus 熊本県 
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株式会社クリエーション WEB PLANNING 熊本県 

株式会社黒姫和漢薬研究所 長野県 

株式会社ゴールドボンド 大阪府 

コスモフーズ株式会社 埼玉県 

國暉酒造株式会社 島根県 

株式会社サーフビバレッジ 東京都 

株式会社西京味噌 京都府 

有限会社蔵王プロヴァンスファーム 宮城県 

サカイキャニング株式会社 東京都 

有限会社サクラソイル 宮城県 

有限会社佐研フーズ 長野県 

株式会社さわらび 千葉県 

三幸食品工業株式会社 広島県 

三笑楽酒造株式会社 富山県 

株式会社三和通商 福岡県 

ジェラテリアカプリ 熊本県 

株式会社シェンゲン 大阪府 

信楽焼振興協議会 滋賀県 

HOSPITALITY RESOURCE DIRECTORY (CITRUS MEDIA PTE LTD) シンガポール 

島根県酒造組合 島根県 

しまね有機ファーム株式会社 島根県 

合同会社 SHIMIZUYA 岐阜県 

下関市 山口県 

下関酒造株式会社 山口県 

ジャパンパッカーズ協同組合 東京都 

白菊酒造株式会社 岡山県 

有限会社粋 福井県 

株式会社杉本園製茶 熊本県 

有限会社清兵衛コーポレーション 神奈川県 

株式会社セド・コーポレーション 大阪府 

株式会社ぜにや 岐阜県 
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株式会社千石 兵庫県 

全国いか加工業協同組合 函館支部 北海道 

株式会社千成堂 熊本県 

一般社団法人全日本菓子輸出促進協議会 東京都 

株式会社鮮冷 宮城県 

有限会社ソルベグラス ヨコハマ 山梨県 

第一食品株式会社 新潟県 

大栄フーズ株式会社 神奈川県 

大円食品工業株式会社 大阪府 

株式会社大覚総本舗 和歌山県 

駄知小売商業協同組合 岐阜県 

大東製糖株式会社 千葉県 

TAIMATSU SG PTE LTD シンガポール 

高石餅店 福岡県 

合資会社高田酒造場 熊本県 

株式会社髙浜蒲鉾 鹿児島県 

株式会社竹下本店 島根県 

株式会社武生製麺 福井県 

田中酒造場 兵庫県 

株式会社谷商店 京都府 

株式会社谷常製菓 兵庫県 

千古乃岩酒造株式会社 岐阜県 

千葉県酒類販売株式会社 千葉県 

千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会 千葉県 

CHAMISOU 徳島県 

株式会社銚子屋 神奈川県 

千代の亀酒造株式会社 愛媛県 

筑波乳業株式会社 茨城県 

壺坂酒造株式会社 兵庫県 

株式会社 DIGLEE 千葉県 

株式会社テクモア 茨城県 
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株式会社寺田本家 千葉県 

天然素材蔵 神奈川県 

21 MAX NEW SOLUTION PTE LTD シンガポール 

株式会社東平商会 静岡県 

富山県 富山県 

富山福舞本舗株式会社 富山県 

TRAVELLUTION MEDIA PTE LTD シンガポール 

苗場酒造株式会社 新潟県 

公益財団法人長野県中小企業振興センター 長野県 

成田市場水産物貿易協同組合 千葉県 

株式会社ナンポー 沖縄県 

公益財団法人にいがた産業創造機構 新潟県 

錦町農産加工株式会社 山口県 

日本航運株式会社 東京都 

株式会社日本サイト 千葉県 

日本水産株式会社 東京都 

株式会社日本アシスト 大阪府 

日本海酒造株式会社 島根県 

一般社団法人日本食品機械工業会 東京都 

日本精塩株式会社 神奈川県 

日本精麦株式会社 神奈川県 

日本茶輸出促進協議会 静岡県 

日本刀剣株式会社 新潟県 

日本ニーダー株式会社 神奈川県 

株式会社日本フーズ 山口県 

日本貿易振興機構 千葉貿易情報センター 千葉県 

農林水産省 日本 

有限会社のだ・香季園 熊本県 

野村醸造株式会社 茨城県 

株式会社ハート未来 福岡県 

伯方塩業株式会社 愛媛県 
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白牡丹酒造株式会社 広島県 

備前焼 岡山県 

株式会社ひのでや 茨城県 

姫路市 兵庫県 

合資会社廣瀬商店 茨城県 

株式会社ファーム 東京都 

株式会社 FARM8 新潟県 

農業生産法人株式会社ファームかずと 長野県 

株式会社ブールミッシュ 神奈川県 

PHOON HUAT PTE LTD シンガポール 

ふくい食輸出サポートセンター(福井県) 福井県 

株式会社フリーライフボックス 熊本県 

株式会社ヘルシーライフ 山口県 

ホクザン 京都府 

ホクレン農業協同組合連合会 北海道 

株式会社本田商店 兵庫県 

MARSHALL CAVENDISH BUSINESS INFORMATION PTE LTD シンガポール 

松岡水産株式会社 千葉県 

株式会社マツザワ 長野県 

有限会社松下醸造場 熊本県 

マルコメ株式会社 長野県 

マルユー株式会社 千葉県 

株式会社三崎恵水産 神奈川県 

株式会社みすずコーポレーション 長野県 

瑞富株式会社 沖縄県 

有限会社みその 鹿児島県 

三田飲料株式会社 東京都 

みたけ食品工業株式会社 埼玉県 

宮下酒造株式会社 岡山県 

MEISEI&CO LTD シンガポール 

明利酒類株式会社 茨城県 
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※2018 年 10 月 18 日現在 

合同会社もふもふ 岐阜県 

森永牛乳配給株式会社 茨城県 

MORINAGA NUTRITIONAL FOODS (ASIA PACIFIC) PTE LTD シンガポール 

株式会社ヤマイシ 茨城県 

山栄食品工業株式会社 岐阜県 

山口県酒造組合 山口県 

公益財団法人やまぐち産業振興財団 山口県 

株式会社山下水産 熊本県 

山実水産有限会社 鹿児島県 

株式会社ヤマモ水産 山口県 

ヤマモト食品株式会社 青森県 

ゆいまーる沖縄株式会社 沖縄県 

有限会社京吉 富山県 

郵船ロジスティクス株式会社 東京都 

UNITED FOODS INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD シンガポール 

公益社団法人横浜貿易協会 神奈川県 

株式会社ヨシカワ 新潟県 

有限会社与助丸商店 千葉県 

米田酒造株式会社 島根県 

米屋株式会社 千葉県 

LACHICU 熊本県 

株式会社リウボウインダストリー 沖縄県 

株式会社るりあん 沖縄県 

株式会社 l'escargot 新潟県 

六甲バター株式会社 兵庫県 

ワークキャピタル株式会社 東京都 

株式会社和田又 山口県 

 


