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後

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北１-５-１０２

援

近畿農政局、近畿経済産業局、大阪府商工会連合会、
大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、大阪市

地域食品企業と小売業の問題解決を目指すフードストアのための展示会
本展示会は、

“新しい生活様式や変化への迅速な対応”を日々求められる小売企業と、
“新たな販路”を求めている生産者・企業・団体を結びつける

「実利性の高い商談（マッチング）機会を創出する展示会」です。
各種ガイドラインを遵守し、安心・安全な対応 策を講じて開催することで、

「地方創生に貢献」することを目指してまいります。

地域の銘品を取り扱うメーカー・団体が多数参加！ 出展約

400 社（550小間）

食品メーカー、地域食品･農産物・JA・JFを含む生産者団体、地域行政ごとの地域振興機関、
食品卸、店舗設備・機器・資材メーカー など
日本食糧新聞社は

FSSF2022オンライン展示会も併催‼

第72 回

外食産業フェア
（3号館）同時開催

ニッポンフードシフトの
推進パートナーです。

詳細については、公式ホームページにて発表いたします。

「第72回外食産業フェア（3号館）」
との相互入場決定！
！

主 催

一般社団法人

日本外食品流通協会

相互入場決定！

Web事前来場登録のご案内
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 W e b サイトからの 事 前 来 場 登 録をお 願 いします 。
事前来場登録はこちらから

フードストアソリューションズフェア2022

検索

事前登録順次受付中！
公式Webサイトから事前来場登録をお済ませの上、

※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。

※同時に20名まで登録が可能です。

来場QRコードを印刷してお持ちいただくか、スマホ等の画面へ表示して受付にご提示ください。
交通のご案内はこちら

お問合せ先

インテックス大阪

検 索 https://www.intex-osaka.com/jp/access/

日本食糧新聞社 関西支社 フードストア ソリューションズ フェア展示会事務局
〒530-0044

大阪市北区東天満1-3-3 ロイヤル東天満ビル4階

TEL：06-7664-3830

最新情報は公式ホームページでご覧いただけます

FAX：06-7664-3831

https://www.foodstore-s.jp/

Mail：fssf@nissyoku.co.jp

主催者セミナー

2日間で7プログラムを開催（予定）

※ご参加には事前登録が必要です。

9月8日（木）

9月7日（水）
第1講座 【基調講演】｢食料の安全保障と
～

11:00
12:00

【パネルディスカッション】
｢ポストコロナのマーチャンダイジングはこう変わる」

（仮）
みどりの食料システム戦略について」
近畿農政局 局長

出倉 功一氏

第1講座
～

【対談】
［先進事例に学ぶ］
12:30 ｢コロナ後の店づくりの潮流と売り方の変貌」

12:00 パネリスト

第2講座
～

13:30

西川 隆氏
（株）商人舎 代表取締役社長 結城 義晴氏

（株）関西スーパーマーケット 常務取締役
営業統括本部営業本部長 兼 営業推進室長

西川 隆 氏

結城 義晴 氏

（公社）2025年日本国際博覧会協会
機運醸成局地域・観光部地域連携課 参事

12:30

堤 成光氏

第4講座 【特別講演】

16:30

｢惣菜の変化・進化〜これからの惣菜の在り方〜」
惣菜サミット 会長

小平 昭雄氏

13:30

芝純氏

柄谷 康夫 氏

結城 義晴氏

｢フジのリージョナルチェーン構想」

尾﨑 英雄氏

（株）
フジ・リテイリング 代表取締役会長

14:00

【総括講演】
｢地方創生離島振興の意義とその進展」

15:00

（一社）離島振興地方創生協会 理事長

第3講座
～

～

15:30

柄谷 康夫氏

第2講座 【特別記念講演】
～

～

15:00

司
会
（株）商人舎 代表取締役社長

（株）
プログレスデザイン 代表取締役

｢大阪・関西万博がめざすもの」
第3講座 【特別講演】
14:00

パネリスト

10:30 （株）万代 常務取締役 芝 純氏

千野 和利氏

主催者セミナーの日程・講演時間に関しては、公式ホームページにてご確認ください
※講師・講演内容は、変更になる場合がございます。予めご了承ください。

主催者企画コーナー
みどりの食料システム戦略コーナー

（一社）離島振興地方創生協会 長崎県離島PRコーナー

農林水産省が推進するニッポンフードシフトの活動の一環として、 「離島振興・地方創生」から豊かな食列島に。をテーマに、長崎県
持続可能な農業を目指す「みどりの食料システム戦略」をテーマに、 五島列島・壱岐・対馬の事業者、生産者が出展。
離島のまだ見ぬこだわり特産品商品をご提案します。
環境保全やＣＯ２削減に取り組む地元近畿の生産者が出展。
有機農産物をはじめ環境に配慮した地球にやさしい農産物や加工
品が集まりました！
企画協力：近畿農政局、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県
〈日本食糧新聞社はニッポンフードシフトの推進パートナーです。〉

BPC協議会によるアジアからの食品PRコーナー
BPC協議会ブースでは2025大阪・関西万博を契機としたインバウ
ンド需要に応えるべく、
マレーシア、
インドネシア、
フィリピン、
ベトナム
からのハラル食品を含めた様々な産品をご紹介します！
企画協力：大阪ビジネスパートナー都市交流協議会（BPC協議会）
マレーシア貿易開発公社（MATRADE）、在大阪フィリピン共和国総領事館貿易投資部

企画協力：
（一社）離島振興地方創生協会、長崎県

沖縄の食材を使った「健康・美食アレンジレシピ」提案コーナー
本土復帰50周年を記念し、沖縄県（沖縄ゾーン）出展事業者や協賛
企業であるマルコメ
（株）の商品や食材を使用した「健康・美食アレ
ンジレシピ」の試飲、試食コーナーを設置します。
企画協力：沖縄県大阪事務所、
（株）沖縄県物産公社 大阪営業所、沖縄ゾーン出展事業者
協賛：マルコメ
（株）

また、本コーナーに隣接する形で、伊藤忠建材(株)、
アイカ工業(株)を
はじめとする住宅建材メーカーとの
「コラボ企画商談休憩コーナー」
も設置予定であり、
レシピ提案と合わせて、
ご来場者の皆様にくつろ
いで頂けるスペースをご準備します。

インドネシア貿易振興センター（ITPC）、在大阪ベトナム総領事館商務部

企画協力：伊藤忠建材（株）、
アイカ工業（株）、
ケイミュー（株）
大建工業（株）、
（株）
トーシンコーポレーション、南海プライウッド
（株）

展示会運営事務局では、
「 新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大防止対策」を可能な限り行ってまいります。
大変恐れ入りますが、ご来場の皆様におかれましても感染拡大防止対策へのご理解とご協力をお願いいたします。

※開催時期のガイドラインの内容により、対策を変更する場合がございます。

展示会事務局としての「感染拡大防止対策」に対する主な取り組みについて

ご来場の皆様へのお願い
.5 ℃
37

スタッフの検温･マスク着用
手洗い･うがいの励行

受付などの
飛沫感染予防対策

事前来場者登録による
来場者の集中防止対策

会場入口に
サーモグラフィの設置

混雑時、入場制限の
可能性があります

会場内の各共有部に
抗菌コーティング実施

ソーシャルディスタンス
確保のための対策

アルコール消毒液の設置

展示会場内の定期的な
清掃･消毒を実施

会場内の換気

セミナー会場･
商談スペース等の席数制限

大阪コロナ追跡
システムの活用

ご来場者の皆さまへご協力のお願い
▼
▼
▼
▼
▼

厚生労働省の「新型コロナウイルス接触確認アプリ（通称：COCOA）」を
スマートフォンにインストール頂きますようお願い致します。

体調不良や発熱がある場合は マスク着用でのご来場を
ご来場をお控えください
お願いいたします

会場設置の消毒液の
ご利用をお願いします

ソーシャルディスタンスの
確保にご協力ください

iPhone
の方はこちら

Android
の方はこちら

App Store

Google Play

