
拡大する関西の外食マーケットで受注に直結するビジネスマッチング

[関西]外食ビジネスウィーク2020

2020年5月19日 20日 21日 会場：インテックス大阪火 水 木

第13回関西うどん・そば産業展 第13回関西ラーメン産業展 第11回関西居酒屋産業展
第3回関西ホテル・レストラン・カフェ産業展［関西ホレカ産業展］ 第3回関西飲食店繁盛支援展
第2回関西フードデリバリー・テイクアウト展



関西外食マーケットの

と が集結！
Tradition Innovation

今後拡大が期待される関西の外食マーケットに向けて、伝統的な調理技術や食材、
調理器具に接客・おもてなしに加え、キャッシュレス化やロボット調理・IT化など、
新しい製品・サービスが2020年インテックス大阪に集結します！

次回の[関西]外食ビジネスウィーク2020は…



■会期 2020年5月19日（火）・20日（水）・21日（木）
■会場 インテックス大阪
■出展社数 350社（予定）
■主催 ［関西］外食ビジネスウィーク実行委員会
■後援（申請予定）

近畿農政局 ／ 近畿経済産業局 ／ （公財）大阪観光局 ／ 大阪府 ／ 大阪市
（一社）全日本・食学会／大阪府商工会議所連合会／大阪商工会議所／京都府商工会議所連合会
京都商工会議所 ／ 奈良県商工会連合会 ／ 兵庫県商工会連合会 ／ （一社）日本厨房工業会

■協力（申請予定）
（公社）日本調理師連合会 ／ （公社）全日本司厨士協会 ／ （公社）日本中国料理協会
（公社）大阪食品衛生協会 ／ （一社）大阪外食産業協会 ／ （一社）大阪府調理師会
大阪府調理技能士会 ／ 全国製麺協同組合連合会 ／ 大阪府製麺商工業協同組合
（一社）日本ほめる達人協会 ／ （一社）日本ラーメン協会
ＮＰＯ法人 居酒屋甲子園 ／ ＮＰＯ法人 繁盛店への道
【大阪府飲食旅館生活衛生組合連合会】
大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合 ／ 大阪府喫茶飲食生活衛生同業組合
大阪府鮓商生活衛生同業組合 ／ 大阪府旅館ホテル生活衛生同業組合
大阪府中華料理業生活衛生同業組合 ／ 大阪府料理業生活衛生同業組合
大阪府社交飲食業生活衛生同業組合 ／ 大阪府飲食業生活衛生同業組合

■ 開催概要



来場者の８９．８％が
近畿地方から来場！

決裁者に直接
アプローチが可能！

来場者の８３．４％が
仕入れのために来場！

■ 本展示会出展の６つの特徴

特徴① 特徴② 特徴③

前回来場者３０，４０５名のうち、８９．８％
が近畿地方から来場！

西日本で唯一の外食業界にフォーカスし
た商談展示会を「食の都・大阪」で開催す
ることで、西日本の外食マーケットに向け
て効率よく、効果的に販路開拓・ＰＲが可
能です。

前回実績として来場者の８５．３％が仕入
れの発注・選定に関与すると回答。

普段の営業ではなかなか出会えない決
済者に直接アプローチが可能です。決裁
者との直接商談をすることで、スピード感
を持ったビジネスが本展示会より始まりま
す。

西日本の外食業界に特化した
商談展示会です！

クオリティの高い来場者との
出会いの場を提供します！

ビジネス商談会として開催する本展示会
では、来場者は仕入れ・比較検討などの
商談目的で来場します。

前回来場者の８３．４％が製品・サービス
の仕入れのために来場しています。業界
特化型の展示会だからこそ出会える企業
や、行える商談が有るのが本展示会の最
大の魅力です。

業界特化型の展示会だから
出会える・商談できる！

Ｑ：来場目的について（複数回答可）選定・発注の
権限を持っている
55.6％

選定・発注に
発言力・影響力
を持っている
29.7％

関与しない
14.7％

85.3％が
発注・選定に関与

近畿地方89.8％



■ 会場風景



６つの専門展を併催！
外食業界全体をカバー

会場内で新規・既存
顧客との商談ができる！

出展社限定の
個別商談企画を開催！

特徴④ 特徴⑤ 特徴⑥

次回の開催で１３年目を迎える本展示会
は、例年大手チェーンバイヤーや有名店
主、名だたるホテルの購買責任者に多数
来場をいただいています。

開催実績が多くなるにつれ、西日本の外
食業界では年に一度の仕入れ・購買の場
として認知をしていただいてます。

本展示会では、決裁権を持った来場者を
多数動員し、出展者との間で活発な商談
が実現しています。

多くの出展社がブース内に商談スペース
を設置し、展示会場内での商談から多く
の成約を実現しています。来場者・出展
社ともに実利に繋がる展示会として開催
をしています。

大手チェーンバイヤーや
有名店主が毎年多数来場！

本展示会は商談を目的とした
展示会です！

本展示会では、出展社限定の無料商談
企画「プレミアムマッチング」を通じて、大
手飲食チェーンや有名ホテルの仕入・購
買責任者と個別商談をしていただく機会
を創出しています。

普段の営業ではなかなか出会えない企
業のキーマンとの関係づくりの足がかりと
なります。（※詳細は別項参照）

飲食チェーンや有名ホテルの
キーマンとの商談のチャンス！



■ 各展示会のご案内

関西 うどん・そば産業展 関西 ラーメン産業展 関西 居酒屋産業展第１1回第１3回第１3回

訪日外国人の増加により、注目度の上がって
いるうどん・そばの専門店はもちろん、うどん・
そばを使った新メニュー開発や新しい業態開
発を考えるバイヤーに向けてＰＲする最大の
チャンスです！

ラーメン業界に専門特化したＢｔｏＢの商談展
示会であるラーメン産業展は、大手ラーメン
チェーンのバイヤーから有名店店主まで、業
界の著名人が数多く来場します。西日本の
ラーメン業界での販路開拓には外せない展示
会です。

求められる商材が多岐にわたる居酒屋業界だ
からこそ展示会を使って情報収集をするという
バイヤーが多数来場します。

変化の激しい業界がゆえに、会場内で毎年新
しいビジネスチャンスが生まれています。

関西 ホテル・レストラン・
カフェ産業展［関西ホレカ産業展］ 関西 飲食店繁盛支援展

ホテル・レストラン・カフェのように、味やサービ
スで差別化をする店舗に向けて、高付加価値
商材やワンランク上のサービスを提案するた
めの展示会です。

店舗における様々な課題を解決するための製
品・サービスが一堂に集結する展示会です。
経営者や決済者が数多く来場する展示会だ
からこそ、効果的でスピーディーな商談が実現
します。

第3回第3回

関西フードーデリバリー・
テイクアウト展

アイドルタイムを活用や新しい顧客開拓のた
めに、デリバリー・テイクアウトへの参入を考え
る飲食店に向けて、資材・サービスを提案する
ための展示会です。

第2回



■ 特別企画（予定）

飲食店ＩＴ化・
自動化提案パビリオン

人手不足が続く飲食店・ホテルに向けて、店
舗運営の効率化や自動化を図るためのシステ
ムやアプリ、ロボット調理器などが集まるパビ
リオンです。

全国 調味料パビリオン

独自化・差別化を考える飲食店において、郷
土料理の味付けを支えるご当地の調味料の
需要が増えています。こだわりの調味料を
使ったレシピ提案やプロの料理人とのコラボメ
ニューの開発など様々な効果が期待できます。

ドリンク提案パビリオン

新しいドリンクメニューを飲食店・ホテル向けて
提案するための「ドリンクメニュー提案エリア」
を新設します。新しいお酒、新しい飲み方を飲
食店・ホテルに向けてご提案ください。

食のリスク対策パビリオン

食中毒や異物混入など食のリスクへの対策を
考える飲食店・ホテルに向けて店舗の衛生環
境向上、HACCP対応などの提案が集まるパビ

リオンです。今後、一層関心が高まる分野で
すので拡販のチャンスです。

地域産品EXPO（仮）

来場するバイヤーから例年要望の多い、「地
域商材」・「希少性の高い商材」を一大消費地
大阪でＰＲしませんか？

日本全国各地のご当地食品・飲料が集結しま
す。

受動喫煙対策パビリオン

2020年4月より施行される受動喫煙防止のた

めの法改正に伴い、必要な設備や対策、今後
のお店のレイアウトや業態のあり方などを提
案できるエリアです。



■ ［関西］外食ビジネスウィークの活用方法

出展社の成果について（前回出展社アンケートより）

費用対効果に関して
本展示会への出展で
期待できる効果！

本展示会は
こんな方におすすめです！

□ 西日本への営業開拓がうまくいっていない

□ 短い期間で一気に認知度を広げたい

□ 既存の顧客にアップセルの提案がしたい

□ 競合他社からのスイッチングの提案がしたい

□ 今、行っている広告や宣伝の効率が悪い

□ 競合他社とは違う層にアプローチがしたい

□ WEBでは出会えないターゲットを見つけたい

ﾚ

ﾚ

ﾚ

ﾚ

ﾚ

ﾚ

ﾚ

■ 西日本の外食業界に向けた効果的なＰＲ

■ ３日間に集中して販路開拓が可能

■ 既存顧客とのパイプ強化の場ができる

■ 競合他社の顧客に切り替えの提案ができる

■ 協業できるパートナー企業が見つかる

■ 有名企業への納入実績がつくれる

■ WEBでは出会えないターゲットが見つかる

■１小間出展時の平均予算：

500,000円（スペース・装飾・人件費込み）

÷新規顧客平均商談件数７２件

＝新規顧客１商談あたり6,944円

■営業代行会社を使った場合の

１商談あたりの平均額15,000～20,000円

■自社営業が営業開拓を行った場合の

１商談あたりの平均額25,000～30,000円



■ 併催企画・イベント（予定）

日本料理作品展示・コンテスト

新商品コレクション

フォトジェニックメニューコレクション

各出展社が発表した新商品・新サービスを一
堂に集め、会場入口脇に「新商品コレクショ
ン」としてパネル展示を行っています。また、展
示会公式ホームページやＳＮＳ、会場案内図
への情報掲載も行い、新商品・新サービスの
導入に意欲的なバイヤーの来場とブース来訪
を促します。

ＳＮＳでの口コミが集客のファクターとなってい
る昨今では、如何に写真に撮られ、如何に拡
散されるメニューを開発できるかが繁盛店へ
の一つの道筋となっています。

写真に映えるメニュー作りのために必要な食
材、飲料をはじめ、それらを使ったメニュー提
案を会場にてパネル展示します。

世界的に注目を集める「和食」。日本の伝統的な食文化を守り、「和食」の
魅力を未来に伝えていくことを目的に（公社）日本調理師連合会の協力の
下、料理人の腕前・技術を競う作品展示＆コンテストを［関西］外食ビジネ
スウィーク内にて開催しています。エントリーした料理人はもちろん、作品
を見に来た来場者で会場は賑わいます。

飲食店スマートフォンアプリ活用提案コーナー（仮）

コールドスイーツコレクション

大阪産（もん）商談会 in ［関西］外食ビジネスウィーク

夏商戦に向けて集客やアップセルにつながる
コールドスイーツメニューの提案を行う企画を新
設いたします。

軽減税率導入を前に、持ち帰りの需要開拓も期
待ができるスイーツメニューを会場にてパネル
展示します。

飲食店の運営をサポートしてくれるスマート
フォンアプリが大集合！

オペレーション改善や集客、コミュニケーション
ツールなどお店の持つ様々な課題に対して解
決のための提案ができるコーナーです。

大阪府が認定している「大阪産（もん）」の
認定事業者が集まり、大阪で収穫・生産された
農林水産品や加工品を提案します。
地産地消や差別化を求めるバイヤーが
多数来場する人気の企画です。



■ 来場プロモーション活動

招待券発送による動員活動

後援・協力団体・協会との連携による動員活動

ＤＭ（メール・ＦＡＸ）による動員活動

特別セミナー・同時開催イベントによる動員活動

公式ホームページ・Facebookによる動員活動

各種データソースから厳選したリストに加え、実行委員会が独自に電話調
査や媒体などで調べ上げた、西日本を中心とした飲食店・ホテル・開業予
定者・商社・問屋などの密度の濃い送付先に向け、前回実績で約１７０万
枚の招待券を送付し、誘致活動を行っています。

■後援（申請予定）
近畿農政局 ／ 近畿経済産業局 ／ （公財）大阪観光局 ／ 大阪府 ／ 大阪市
（一社）全日本・食学会／大阪府商工会議所連合会／大阪商工会議所／京都府商工会議所連合会
京都商工会議所 ／ 奈良県商工会連合会 ／ 兵庫県商工会連合会 ／ （一社）日本厨房工業会

■協力（申請予定）
（公社）日本調理師連合会 ／ （公社）全日本司厨士協会 ／ （公社）日本中国料理協会
（公社）大阪食品衛生協会 ／ （一社）大阪外食産業協会 ／ （一社）大阪府調理師会
大阪府調理技能士会 ／ 全国製麺協同組合連合会 ／ 大阪府製麺商工業協同組合
（一社）日本ほめる達人協会 ／ （一社）日本ラーメン協会
ＮＰＯ法人 居酒屋甲子園 ／ ＮＰＯ法人 繁盛店への道
【大阪府飲食旅館生活衛生組合連合会】
大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合 ／ 大阪府喫茶飲食生活衛生同業組合
大阪府鮓商生活衛生同業組合 ／ 大阪府旅館ホテル生活衛生同業組合
大阪府中華料理業生活衛生同業組合 ／ 大阪府料理業生活衛生同業組合
大阪府社交飲食業生活衛生同業組合 ／ 大阪府飲食業生活衛生同業組合

外食に関連する業界団体・協会と連携し、本展示会の告知、及び５万枚
の招待券を会員・組合員に配布することで、明確な目的意識を持った来
場者を動員しています。

過去に来場していただいたバイヤーをはじめ、飲食店・ホテル・フードサー
ビス・開業予定者など、実行委員会保有データに対して定期的なＤＭ配信
を行います。

配信ＤＭには様々なトピックを掲載することにより、展示会への興味を促
し、来場動員に繋げています。

目的意識の高い飲食店経営者やバイヤーの来場を促すために、外食業
界で活躍されている方々や著名人を講師としてお招きし、繁盛店の成功
事例や経営戦略をテーマとしたセミナーを実施いたします。（※次頁参照）

また、『日本料理作品展示・コンテスト』や『プレミアムマッチング』などの企
画を通じて、仕入れ・比較検討、メニュー開発などの明確な来場目的を
持った飲食店経営者や有力バイヤーを誘致いたします。（※詳細別記）

公式ホームページでは適切な検索エンジン最適化を行い、常に検索上位
を維持しています。また、Facebookを活用し、タイムリーな話題や最新情
報を配信し、展示会への来場を促しています。

前回実績
約170万枚配布

３４団体・協会（予定）



■ 来場動員イベント

■ 前回セミナー・ライブキッチンステージプログラム（※詳細は開催レポートをご参照ください）

各業界の著名人やリーダーに、”売上・利益拡大、人手不足対策、接客スキル向上”など、すぐに役立つ情報や、有名店の成功プロセスについて、会場内の
特別セミナー会場にて講演を行っています。毎回、旬なテーマでプログラムを組み、勉強熱心な外食オーナー・バイヤーに多数ご聴講いただいています。
前回も多数のセッションで立ち見がでるほど盛況で、質の高いバイヤーの来場誘致に繋がっています。

また、一部セッションでは、出展社によるＰＲ枠をご用意していますので、ブース内では伝えきれない情報や大切な顧客の呼び込みのフックとしてご活用いた
だいています。（※有料）



■ プレミアムマッチング

プレミアムマッチングとは、出展社限定の無料企画です。飲食チェーンやホテルのバイヤー・購買責任者と、事前に日時が決められている商談を、会場内の
専用ルームで行います。前回は、仕入・購買側企業35社にご賛同いただき、参加出展社との間で、215件の商談が実現しました。

普段はなかなかお会いできない有力バイヤーとの商談機会となり、「その場で発注をもらうことができた」「取引開始の足がかりとなった」など、毎回喜びの声
を多くいただく、人気企画です。

■ 前回参加企業一覧

出展社満足度 参加バイヤー満足度

大変満足
24.1％

満足
69.6％

やや不満
6.3％

大変満足
26.9％

満足
57.7％

やや不満
15.4％

84.6％
が満足

93.7％
が満足



■ 前回会場マップ

■前回出展企業数：319社
（※オリーブオイル関西2019・ワインコレクション関西2019含まず）
■前回来場者数：30,405名



■ 出展基本料金

出展基本料金

通常料金

早期料金（2019年11月29日（金）到着分まで）

■出展規格

１小間：間口3.0m×奥行3.0m （9ｍ）

■出展キャンセル・出展小間数縮小

1～5小間 6～9小間 10小間以上

¥295,000（税別） ¥285,000（税別） ¥275,000（税別）

1～5小間 6～9小間 10小間以上

¥275,000（税別） ¥265,000（税別） ¥255,000（税別）

取り消し、解約の意思表示期間 キャンセル料

2019年5月14日（火）～2020年2月18日（火） 出展料の50%

2020年2月19日（水）以降 出展料の100%

●出展基本料金には基礎パネルは含まれません。
スペースのみとなります。

●高さ制限、5小間以内：3.6ｍまで、 6小間以上：5.4ｍまで
●展示小間内の装飾

展示小間内の装飾（壁面パネル、展示台、カーペット、
社名看板、電気工事等）は、出展社にてご準備いただ
くか、「レンタル装飾」をご利用ください。

●小間位置の決定

※
出展申込の取消・解約は原則できません。
万一、申込者の都合により取消・解約があった場合は、
左記キャンセル料をお支払いいただきます。

小間位置は、出展カテゴリー、小間数、申込日、
過去の出展回数、試飲・試食・実演による水道
・ガス・床面工事の有無などを勘案の上、
会場計画に沿って実行委員会で決定します。



■ その他の費用



■ 出展社 無料サービス

１

３

５

２

４

特別企画への参加

招待券、ＶＩＰ招待券、公式ポスターの提供

プレミアムマッチング（※一部対象外プラン有）

出展社特別説明会のご利用

公式ホームページ・会場案内図への
出展社情報の掲載

●新商品コレクション
●フォトジェニックメニューコレクション
●コールドスイーツコレクション
「新商品」「フォトジェニックをテーマにした商品」「夏に売れる
コールドスイーツメニュー」を発表していただき、本展示会に
来場する有力バイヤーやメディアにアピールします。
また、公式ホームページや会場案内図、展示会場内の特
設パネルでの発表を予定しています。

希望枚数の招待券、小間数に応じた枚数のＶＩＰ招待券、
公式ポスター（２枚）を無料でご提供します。
※招待券、ＶＩＰ招待券をお持ちでない場合、

入場料5,000円（税込）が必要となります。

出展社限定の無料でご参加いただける企画です。展示会
場内に専用の特設エリアを設け、多店舗展開されている
飲食チェーン本部や、有名ホテルのバイヤ（購買責任者）
とのビジネスマッチングが行えます。

会期約３ヶ月前に出展社の皆様を対象とした特別
説明会を開催します。
出展に際して重要な各種規定のご説明や、展示会
を通じてよりビジネスを拡大していただくためのご提
言等、出展成功に向けた説明会です。

本展示会の公式ホームページと、会期中に来場者
に配布する会場案内図に出展社情報を無料で掲載
します。また、公式ホームページでは無料で出展社
のホームページとリンクします。



＜Ｂタイプ＞＜Ａタイプ＞

広告掲載料金 200,000円（税別）

広告スペース 横120mm × 縦90mm

広告掲載料金 100,000円（税別）

広告スペース 横85mm × 縦60mm

【ＰＲセミナー利用料金】 100,000円（税別）

【セミナー時間】 ６０分

【席数】スクール形式 ４０席（予定）

【受講方法】当日受付

【付帯備品】スクリーン・マイク２本

■ 出展効果を高めるオプションサービス（有料）

公式ホームページバナー広告

会場案内図広告

出展社による特別ＰＲセミナー

展示会の最新情報、出展社情報を配信している公式ホームページ内の
バナースペースを貴社のＰＲ場としてご提供します。

バナー広告掲載料金

100,000円（税別）

来場者がブースを探す際に使用する「会場案内図」へ広告を
掲載することにより、全ての来場者に向けて大々的にＰＲする
ことが可能です。

バーコードシステムによる来場者情報のご提供

来場者のバッジに貼付されているバーコードを専用のバーコードリー
ダーで読み取るだけで、名刺情報や入場時のアンケートデータを
収集できる出展社サポートサービスです。

バーコードシステム利用料金

1台 15,000円（税別）

新製品・新技術の発表や各種プレゼンテー
ションなど、一度に多数の来場者に対して
効率的に貴社独自のＰＲ活動が行えます。
※セミナー枠には限りがございますので、埋
まり次第募集は締切となります。



■ ブースイメージ



※ブースサイズや展示内容に応じてご提案も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。



■ 出展検討に関するＱ＆Ａ

Ｑ Ｑ Ｑ何を準備すれば
よいか分からない。
事前準備を
担当する人がいない。

３日間店舗を
空けられない。
現場を離れられない。

当日のブースにいる
社員が足りない。

Ａ Ａ Ａ出展ブースを
３日間だけの
出張営業所として
お考えください！

あれこれ準備する
必要はありません。
社長一人でも
十分準備可能です！

低限３名いれば、
大丈夫です！
仲間の皆様にも
協力いただきましょう。

1年、365日あります。
その中の3日間だけ、新規のお客様を獲
得するための集中的な商談活動の場とし
て位置づけてください。
どうしても外せない来客がある場合は、
事情をお話しいただき、展示会場に来て
いただき、ブース内で接客をすることも、
もちろん可能です。
本展示会の出展社の中には、展示会期
中は、ブース内を出張営業所と捉えて、
既存顧客や見込み客を積極的に呼び
込んでいる会社もいらっしゃいます。
大規模な展示会に出展しているということ
が、自社のブランディングや信頼獲得に
繋がり、前進しなかった見込み客との商
談が前進したという話もございます。

展示会に出展するには、派手なブースを作
り、資料を沢山用意し、色々な準備をして…。
それは、イベント要素の強い展示会のお話
で、私たちが提供するのは、商談を行うため
の「商談展」です。
ですので、準備は最小限にとどめることが
できます。
皆様にご準備いただきたいことは、主に
□ お客様に訴えかけたいメッセージ作り
□ 3日間を通しての目標の設定
□ こだわりの商品を体験していただく準備

（試飲・試食・実機実演など）
□ 商談で使うツール（普段使用の物）
あとは、私たちが用意している「出展マニュ
アル」に従い、提出物を出すだけで、最低限
の出展は可能です。

ブースの前に立ってお客様を集めたり、
対応する方1名。ブースの中でお客様と商
談する方が1名～2名。3名以上の方がい
れば、当日の対応は問題ありません。
中には、社員が3名以下の出展社もい
らっしゃいます。
その方々はどうされているか？
それは、仲間や親戚の皆様にご協力をい
ただいております。原料メーカーさん、地
場の同業メーカーさん、問屋さん、協力会
社さん時々会社を手伝ってくれる親戚の
方々・・・etc
貴社が良いお客様とお付き合いすること
で、win-winの関係になる方々は、事情を
説明すれば喜んで協力いただけるはずで
す。ぜひ、積極的に協力を依頼してみてく
ださい。



■ 開催までのスケジュール

出展申込書（別紙）記入例

伊野 ベン太郎
イノ ベンタロウ

２０１９ １１ ２９

株式会社イノベント
イノベント

代表取締役

レ

レ

レ

レ

レ

４

レ

レ

レ

伊野 ベン十郎
イノ ベントロウ販路開拓支援部

マネージャー

107-0062 東京都港区南青山3-1-31 ＮＢＦ南青山ビル２Ｆ

03 6812 9423 03 5413 8830

k-gaishokubusiness innovent.co.jp

第一次出展申込
受付開始

早期割引
締切

第一次出展申込
締切

出展社説明会・
各種申請書配布

各種申請書類
提出期限

会期

２０１９年
５月１４日

２０１９年
１１月２９日

２０２０年
１月３１日

２０２０年
２月下旬（予定）

２０２０年
４月中旬（予定）

２０２０年
５月１９日～２１日

※以後、スペースが
なくなり次第、募集締切

※下記をご参照いただきご記入の上、ＦＡＸまたはＥｍａｉｌにてご送付ください。

記
入
必
須
項
目

記
入
必
須
項
目

株
式
会

社
イ
ノ

ベ
ン
ト



当社は展示会を創る会社です。
その産業分野を活性化させる「産業見本市・展示会・商談会」の
主催・企画・運営を専門的に行う展示会主催会社です。

■ （株）イノベント イベント開催実績に関して



［関西］外食ビジネスウィーク 実行委員会 （株式会社イノベント内）

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 NBF南青山ビル2F
ＴＥＬ：03-6812-9423 FAX：03-5413-8830 
E-Mail：k-gaishokubusiness@innovent.co.jp

■ 問い合わせ先

小売・中食・外食業界の垣根を越えた商談展示会

【同時開催】スーパーマーケットトレードショー
デリカテッセントレードショー/こだわり食品フェア

２０２０年２月１２日～１４日 会場：幕張メッセ

外食ビジネスウィーク
２０１９

外食産業向け日本 大級！食品・飲料・設備サービスが一堂に集結する商談展示会

ラーメン産業展/そば・うどん産業展/居酒屋産業展/ホテル・レストラン・カフェ産業展
飲食店繁盛支援展/フードデリバリー・テイクアウト展

２０１９年８月２７日～２９日 会場：東京ビッグサイト

九州 大級！小売・中食・外食業界の販路拡大をする為の商談展示会

スーパーマーケットフードスタイル/弁当・給食・宅配フードスタイル
外食フードスタイル/シーフードスタイル/食の逸品エリア 等

２０１９年１１月１３日～１４日 会場：マリンメッセ福岡


