
九州最大級！小売・中食・外食業界の販路拡大をする為の商談展示会

特設スタイル

ベジタブル・ミート・シーフード/カフェ向け飲料・食材/業務用冷凍食品・時短業務用食材/
人材不足省力化対応/フードデリバリー・テイクアウト/食品物流/高齢者食・介護食/

フードディフェンス/逸品/地域産品団体

出展のご案内

２０１９年出展者数 ５７０社過去最高！
例年よりも早い段階で「キャンセル待ち」になりました

出展を希望される企業様・団体様はお早めにお申込みください



開催概要

特別セミナー/ライブキッチンステージ/フューチャーセッション
事前アポイント個別商談会/特別企画ブース/無料相談コーナー

後援・協力

15,000名来場者目標

会期 会場 マリンメッセ福岡

FOOD STYLE実行委員会主催

2020 11 1211年 月 日日 水 木

10：00～17：00（予定） 最終日は16：00まで

（実績 2019年：１４，５６８名／2018年：１３，１０１名／2017年：１２，０５３名）

九州経済産業局、九州農政局、九州農業成長産業化連携協議会、九州地域バイオクラスター推進協議会、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、山口県、福岡市、(一社)九州経済連合会、
九州商工会議所連合会、福岡県商工会議所連合会、佐賀県商工会議所連合会、長崎県商工会議所連合会、熊本
県商工会議所連合会、大分県商工会議所連合会、（一社）宮崎県商工会議所連合会、沖縄県商工会議所連合会、
ジェトロ福岡、(独)中小企業基盤整備機構 九州本部、(公財)福岡県中小企業振興センター、(一社)日本百貨店協
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)日本惣菜協会、(公社)福岡県栄養士会、
(一社)全日本司厨士協会、(一社)日本厨房工業会、(一社)日本ジビエ振興協会、(一社)全日本・食学会、(一社)日
本外食品流通協会、(一社)日本物流システム機器協会、(一社)日本運搬車両機器協会、(一社)日本3PL協会、(公
社)福岡県食品衛生協会、NPO法人 繁盛店への道 ※後援・協力はFOOD STYLE2019 実績となります（順不同）

併催イベント
（予定）

入場料

【出展の申込み・問合せ先】
FOOD STYLE実行委員会（株式会社イノベント内）

〒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：foodstyle@innovent.co.jp HP: https://www.foodstyle-japan.com/

最新情報は公式ホームページへ！ FOODSTYLE 検索

食業界の『転換期』と拡大する『インバウンド需要』
人手不足、高齢化増、食品物流、食品ロス、 S D G s（環境問題）

食品表示、生産性向上、自動化、多様化するニーズ・・・
新たな変化への対応や課題解決策などが求められています

ぜひご出展ください！

5,000円 ※業界関係者ならびに開業予定者のみ入場可。招待状持参・事前来場登録者は無料。

mailto:foodstyle@innovent.co.jp
https://www.foodstyle-japan.com/


会場風景





前回実績

来場者数

開催日 １１月１３(水) １１月１４日(木) 合計

来場者数 ７，６０８名 ６，９６０名 １４，５６８名

来場者について

出展者について

来場者数、出展者数 年々増加しています！

2018年：１３，１０１名／2017年：１２，０５３名

（東京会場での九州・沖縄地方の来場者1.3％）

●九州から全国へ発信ができる！
全国から来場される専門バイヤー

2018年：４０３社／2017年：２７４社

●『今後 商談に行きたい展示会エリア』
九州エリアが１位

（招聘バイヤーアンケートより）

●九州での販路開拓に興味あり

● ２０１８年からの継続出展

●来場者集客が見込めた

●出展したいエリアがあった

●過去出展企業より勧められた

●事前アポイント個別商談会
に参加したいため

●九州・沖縄地方の専門バイヤーが
多数来場するのは福岡会場だけ！



ご出展のメリット



スーパーマーケットフードスタイル
出展対象

来場対象

生鮮品、加工食品、健康食品、菓子・スイーツ、飲料・酒、情報、サービス、
店舗施設・資材にて主に小売業界へ販路を開拓したい食材、サービス 他

スーパーマーケット、GMS、ネットスーパー・通販、ホームセンター、ドラッグストア、
百貨店、CVS,生協、オーガニック・ナチュラル製品扱い店 他

弁当・給食・宅配フードスタイル

出展対象

来場対象

惣菜・弁当・調理済食品、素材・食材・生鮮、半加工・半調理食材、調味料・
香辛料・だし、食用油・油脂類、店舗機器、厨房機器、容器・包装 他主に
中食業界へ販路を開拓したい食材・サービス

スーパーマーケット、ＧＭＳ、ＣＶＳ、百貨店（主にデリカ部門）、弁当・
総菜店、駅弁、デリバリーなど商品開発・販売に関わる方々 他

外食フードスタイル
出展対象

来場対象

アルコール飲料、ソフトドリンク、生鮮品、加工品、デザート、厨房機器、調理
器具、ユニホーム、店舗設備、販促設備、経営促進・販促促進サービス 他
主に外食業界へ販路を開拓したい食材・サービス 他

レストラン、ホテル、旅館、日本料理店・料亭・割烹、すし店、焼肉、ホルモン店、
居酒屋、バー・バル、ラーメン店、中華料理店、うどん、そば店、パスタ・イタリア料
理店、カフェ・喫茶店、ファストフード店、その他飲食店 他

出展エリア 小売・中食・外食業界のための３つのスタイル



ベジタブル・ミート・シーフードスタイル

日本各地には四季とともに気候などから発達した魅力ある
農産物や海産物、畜産物やそれらの加工品など素晴らしい
特産物が多数あります。
オーガニックなどの食品を求める健康志向や差別化商材な
ど消費者の多様化するニーズを受け、美味しくて安全な厳
選素材を取り入れる需要は高まっており、特産物に特化し
たエリアをご用意いたしました。

カフェ向け飲料・食材スタイル

近年｢商品やサービスから得る”体験”｣を重視するコト消
費の流れから、カフェ人気を背景にカフェ業界の規模は毎
年、拡大しています。国内でも無人ロボットカフェやイン
バウンド客を意識したカフェなどもオープンしています。

有意義な空間も重要とされるカフェで提供される美味しい
食材・飲料など求められる商材の提案エリアをご用意いた
しました。

業務用冷凍食品・時短業務用食材スタイル

人手不足が深刻化する中、調理現場での簡便・時短・省力
化、廃棄ロス削減、人件費や光熱費などのコスト軽減と
いったメリットを感じ、食品・食材を導入している企業が
年々、増加しています。
消費者のライフスタイルからミールキットやロングライフ
食品の普及も増え、今後、更に求められる冷凍食品・時短
食材のエリアとしてご利用ください。

人材不足省力化対応スタイル

全業種の中で特に人手不足が深刻化しているのが飲食・サー
ビス業界や食関連企業です。課題となるのが『生産性向上』
とされており、そのため一人当たりの生産性充実を図るため

厨房機器やシステム・サービスなどに投資する企業が年々、
増加しています。今年は「5G」をはじめとする最新テクノロ
ジーと「食」が組み合わさり、これまでにない新サービスの
提案も可能とされ、顧客満足度とともに売上アップにも繋が
るフードテックにも注目が集まっております。
日々進歩し続け、注目されている
製品・サービスのご提案の場として
ご利用ください。

特設エリア 食の課題・多様化するニーズにお応えするエリア



フードディフェンススタイルフードデリバリー・テイクアウトスタイル

少子高齢化と女性の社会進出、ライフスタイルの多様化を背

景にデリバリーやテイクアウト市場は毎年拡大しています。
今後もシニア層や共働き世帯を主要なターゲットに日常利用
が加速し、生活に不可欠とされていくと予想されています。
飲食店の中食産業の参入をサポートと、中食業界へ多様化す
るサービスを提案する場としてご利用ください。

世界的に義務化が進んでいるHACCP。日本国内においても
今年6月には義務化が施行され、2021年6月までは経過措置
とされますが、それでも尚、食中毒、食品偽装、異物混入な

どのニュースが日々起きています。これらが発生した場合、
罰則のみならず、社会的な信用を損なう大きなダメージを受
けることとなり、各食業界の避けることのできない重要な義
務となります。あらゆるリスクに対応
すべく、小売・中食・外食業界、
更には食品メーカーなどへの
ソリューションを提案する場として
ご利用ください。

高齢者食・介護食スタイル

高齢者人口の急激な増加に伴い、市場も拡大している中、

要介護状態の方のみならず、元気な高齢者にとっても介護
予防の視点から、食に対する関心が日々高まっています。
介護人材不足の中で「味」「品質」「バリエーション」な
どに対する欲求レベルも高まり、介護施設や病院や一般家
庭における負担はますます拡大していく傾向にあります。
福岡をはじめ、九州は介護

施設や病院が数多く存在をし、

今後さらに高まる課題・需要
に対して提案をしていただけ

る場としてご利用ください。

全国のこだわり食材・飲料を一堂に集め「食の逸品」特設
エリアとして開催いたします。
逸品エリア向けの特別ブースをご用意いたしました。

また地域色豊かな食材や飲料やその他商品などを集めた自治
体、団体・協会向けの団体出展プランをご用意いたしました。

逸品スタイル

地域産品団体スタイル

特設エリア



特設エリア

食品物流スタイル

※2019来場者アンケートより

製造業
14.8％

流通業
42.5％

フードサービス
36.1％

(食品メーカー)

(小売・商社・卸・問屋)

(中食・外食)

団体・協会(官公庁、地方自治体、
教育機関、組合・協会) 
2.3％

情報サービス・店舗開発・運営支援
3.1％

その他1.2％

生産者から消費者までを結ぶ食品物流。物流効率化や自動化・省人化、温度・日付管理、人手不
足対策などが求められています。またECサイトでの販売など小ロット多頻度納品など顧客のニーズ
が多様化かつ高度化している中、配送コスト・鮮度保持・衛生、品質管理など様々な課題があり、
今後もその解決に向けてニーズは拡大しています。

IoTやAIを活用した物流プロセスの可視化など新たな物流システムの構築も進む中、リードタイム
の短縮や納期厳守が要求されつつ、一方では厳しい温度管理や衛生管理も必要とされる食品物流業
界。中食需要の拡大やCVSなどのPB商品強化などにより、低温物流市場は拡大をしており、今後さ
らに様々な課題・需要の増加が見込まれる中、提案する場としてご活用ください。

特設エリア

●削減したいランニングコスト １位
食材仕入れに関わるコスト ７４．３％
前年より７.７％アップ↗

2019来場者(一部抜粋、順不同)

国分九州㈱、国分西日本㈱、三菱商事㈱、三菱商事ライフサイエンス㈱、三菱食品㈱、
三井食品㈱、岩田産業㈱、㈱オーリック、㈱ショクリュー、㈱トーホーフードサービス、㈱丸
菱、㈱日本アクセス、コゲツ産業㈱、㈱西原商会、ヤマエ久野㈱、伊藤忠商事㈱、伊藤
忠食品㈱、伊藤忠食糧㈱、丸紅食料㈱、㈱遠藤商会、㈱九州ソルト、㈱ハウディ、㈱ヤ
マムロ、㈱インパクトワン、㈱五味商店、㈱オージーフーズ、中村角㈱、㈱髙山、㈱レガーロ、
㈱サンエー２１、㈱ジャポニックス、㈱ニシショウ産業、㈱山星屋、㈲長崎フードサービス、
ニップン商事九州㈱、ＪＡ北九州くみあい飼料㈱、㈱Ｇ７ジャパンフードサービス、㈱辻
野、㈱辻野福岡物流センター、㈱通宝、㈱フレッシュフーズ九州、㈱うおいち、㈱オガワ、
旭食品㈱、中村角㈱、双日九州㈱、双日食料㈱、亀井通産㈱、久保商事㈱、丸宮青
果食品㈲、横浜冷凍㈱、横浜丸魚㈱、日清製粉㈱、味の素㈱、コカ・コーラボトラーズ
ジャパン㈱、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱、サッポロビール㈱、サントリービバレッジソ
リューション㈱、サントリー酒類㈱、㈱もち吉、㈱ふくや、チョーコー醤油㈱、㈱かねふく、九州
乳業㈱、㈱くじゅう高原開発公社、㈱ベストサプライ、㈱マルタイ、㈱久原本家、㈱久原本
家グループ本社、㈱久原本家食品、㈱ジョーキュウ、㈱山口油屋福太郎、㈱木村、アサヒ
ビール㈱、アサヒ飲料㈱、アリアケジャパン㈱、エバラ食品㈱、エバラ食品工業㈱、カゴメ㈱、
キューピー㈱、キューピータマゴ㈱、キリンビール㈱、プリマハム㈱、伊藤ハムウエスト㈱、伊藤
ハムデイリー㈱、宮島醤油㈱、宮島醤油フレーバー㈱、日本食研㈱、日本食品㈱、日本
製粉㈱、㈱クロスエイジ、㈱ダイショー、㈱ミヤチク、㈱めん食、㈱ヤマキフーズ、鈴木㈱、㈱
ＫＩＹＯＲＡきくち、㈱Ｍｉｚｋａｎ、㈱サン・ダイコー、㈱ショクリュー、㈱ツツミプランニ
ング、㈱ドウシシャ、㈱ニチレイフレッシュ、㈱フジサニーフーズ、㈱あじかん、㈱イケダパン、㈱
エフジーフーズ、㈱かね善、㈱ヒビキスパイス、㈱フンドーダイ五葉、㈱マザーズＣＯＭＰＡ
ＮＹ、㈱やまやコミュニケーションズ、㈱えみの和、㈱かねよし、㈱Ｊ－オイルミルズ、㈱アク
シュワン、北海道食彩フーズ㈱、山崎製パン㈱、田中食品産業㈱、鶴屋㈱、鶴味噌醸
造㈱、鳥越製粉㈱、大陽製粉㈱、熊本製粉㈱、大山ハム㈱、雪印メグミルク㈱、西日
本フード㈱、暁酵素産業㈱、鎌田醤油㈱、㈱ＴＴＣ、㈱ノーサン・エミー、㈱ヨコオ、㈱ヨ
コオフーズ、㈱熊本チキン、㈱荒木のつけもの、オタフクソース㈱、かどや製油㈱、富士食品
工業㈱、不二製油㈱、東洋水産㈱、松原食品㈱、八洋食品㈱、兼貞シーケン㈱、兼
貞物産㈱、㈱塩山食品、㈲サンライズミート、㈱敬明 ・・・ほか

前回来場者分析食品に特化した物流提案ブース 前回実績

㈱トワード

日通商事㈱／日本通運㈱



国分九州㈱
国分西日本㈱
三菱商事㈱
三菱商事ライフサイエンス㈱
三菱食品㈱
三井食品㈱
岩田産業㈱
㈱オーリック
㈱ショクリュー
㈱トーホーフードサービス
㈱丸菱
㈱日本アクセス
コゲツ産業㈱
㈱西原商会
ヤマエ久野㈱
伊藤忠商事㈱
伊藤忠食品㈱
伊藤忠食糧㈱
丸紅食料㈱
㈱遠藤商会
㈱九州ソルト
㈱ハウディ
㈱ヤマムロ
㈱サンエー２１
㈱インパクトワン
㈱五味商店
㈱オージーフーズ
中村角㈱
㈱髙山
㈱レガーロ
㈱ジャポニックス
㈱ニシショウ産業
㈱山星屋
㈲長崎フードサービス
ニップン商事九州㈱
㈱Ｇ７ジャパンフードサービス
㈱辻野
㈱辻野福岡物流センター
㈱通宝
㈱フレッシュフーズ九州
㈱うおいち
旭食品㈱
中村角㈱
双日九州㈱
双日食料㈱
亀井通産㈱
久保商事㈱
㈱オガワ
丸宮青果食品㈲
横浜丸魚㈱ ・・・ほか

佐藤㈱
明治屋産業㈱
㈱ゆめマート北九州
㈱マルヨシセンター
㈱羽田エアポートエンタープライズ
㈱ジェイアール西日本フードサービスネット
ＪＲ九州リテール㈱
㈱ジェイアールサービスネット福岡
博多ステイションフード㈱
㈱ステーションフード
生活協同組合コープみやざき
生活協同組合コープやまぐち
生活協同組合コープ九州事業連合
生活協同組合連合会コープきんき事業連合
生活協同組合連合会コープ九州事業連合
エフコープ生活協同組合
㈱ヨシケイ大分
㈱ヨシケイ広島
㈱ひこばえ
㈱オギノ
㈱松葉屋
㈱南九州ファミリーマート
㈱ローソン
ミニストップ㈱
㈱ポプラ
㈲スーパー青木

前回来場者

㈱三越伊勢丹
㈱大丸松坂屋百貨店
㈱髙島屋
㈱京阪百貨店
㈱阪急百貨店 博多阪急
㈱ジェイアール京都伊勢丹
㈱そごう・西武 そごう広島店
㈱岩田屋三越
㈱博多大丸
㈱岩田屋三越
㈱山形屋
㈱トキハインダストリー
㈱井筒屋
㈱井筒屋 黒崎店
㈱山形屋ストア
㈱仁科百貨店
㈱まいづる百貨店
㈱名鉄百貨店
イオン九州㈱
イオン琉球㈱
(同)西友
マックスバリュ九州㈱
マックスバリュ北海道㈱
㈱コストコホールセールジャパン
㈱成城石井
㈱エムアイフードスタイル
㈱東急ハンズ
㈱サザビーリーグ AKOMEYA事業部
㈱信濃屋食品
㈱九州シジシー
㈱イズミ
㈱西鉄ストア
イズミヤ㈱
㈱マルミヤストア
㈱サンリブ
㈱グッデイ
㈱ハローデイ
㈱マルキョウ
㈱マルミヤストア
極東ファディ㈱
㈲九州パワーグループ
㈱郵便局物販サービス
㈱ＪＡＬＵＸ
㈲セレンディブ
㈱味とサイエンス
㈱西日本新聞社
㈱ぐるなび
㈱スーパーバリュー九州本部
㈱長﨑屋
㈱ドン・キホーテ
㈱スーパーモリナガ
㈱アスタラビスタ
㈱サンシャインチェーン本部

㈱ホテルオークラ福岡
㈱福岡サンパレス
㈱福岡サンパレス 製菓工房
オリエンタルホテル福岡 博多ステーション
㈱ニューオータニ九州
㈱西鉄ホテルズ
ホテルオークラ福岡
ホテルモントレ ラ・スール福岡
ホテルクラウンパレス小倉
ホテルニューオータニ博多
ハウステンボス㈱
博多エクセルホテル東急
博多サンヒルズホテル
ホテルニュー長崎
スイスホテル南海大阪㈱
都ホテル（ＬＥＤＣ）
都ホテル 博多
ホテルマネージメントインターナショナル㈱
ホテルマリターレ創世 久留米
㈱ウォーターマークホテル長崎
ホテルＪＡＬシティ宮崎
サンウエストホテル佐世保
ホテル四季亭
ホテル日航福岡
ＪＲ九州ハウステンボス㈱
㈱阿蘇ホテル
道之尾温泉㈱
㈱ロイヤルホテル
天拝の郷㈱
雲仙観光ホテル
湯田温泉 ユウベルホテル松政
湯布院温泉 山のホテル 夢想園
割烹旅館若潮
㈱シャトー文雅
福岡国際空港㈱
鹿児島空港産業㈱
西日本高速道路ロジスティックス㈱
㈱ＪＲ博多シティ

中 食

(医)正信会水戸病院
(医)同信会福岡整形外科病院
(医)明楽会 くまクリニック
㈱西日本介護サービス 生活倶楽部
ウィズ南片江

福岡整形外科病院
総合メディカル㈱
新王子病院
敬和会グループ
原土井病院
(医)共愛会
(医)北九州病院 北九州総合病院
ウェルビス悠愛㈱
㈱談

（一部抜粋、順不同）

㈱プレナス
㈱ハークスレイ
㈱ヒライホールディングス
㈱ヒライ
㈱セイブ
㈱はたなか
ＪＲ九州リテール㈱
ＪＲ九州ライフサービス㈱
㈲鳥一番フードサービス
ＤＥＡＮ＆ＤＥＬＵＣＡ
デリカ食品㈱
㈱フリジポート
㈱デリカフレンズ
㈱東筑軒
㈱からあげ大吉
㈱デリカ三浦
㈱ヨシケイ福岡
㈱イワタダイナース
㈱サンワフーズ
ポケットフーズ㈱
エームサービス㈱
ウオクニ㈱
㈱日米クック
㈱菜根譚
㈱阪急デリカアイ
㈱ダイショク

㈱グルメデリカ
㈱どんどんライス
㈱エッセンハウス
㈱アジアケータリングサービス
㈱トスデリカ
㈱オリエンタルフーズ
㈱魚国総本社
九州惣菜㈱
㈱ＺＥＮ
ケアユー㈱
㈱ビッグベアーズフーヅサービス
アルファー食品㈱
ドクターフーヅ㈱
ベストフーズ㈱
㈱オレンジフードコート
静京商事㈲
フーズアンドフーズ㈱
日本鮮食㈱
㈱海老善屋
㈱大吉フーズ
田ぐり庵
松栄軒
㈲雅叙苑
瀬戸給食㈱
魚屋とく
㈱ヤマコウ
ハゴロモ㈱
㈲慶光商事
海上自衛隊 佐世保造修補給所
㈲日本フードシステム
あじやエンタープライズ
味彩園
㈱芙蓉別館
㈲静京商事
㈱ｔｏｎｅｒｉｃｏ
㈱菜の花
(福)やまなみ会
(福)恩賜財団 済生会支部

済生会福岡総合病院
(福)天真会
(福)由起会
(福)養浩会 障害者支援施設

すずしろの里
㈱介護福祉課
(医)清和会 介護老人保健施設

シャンティ
福岡県済生会二日市病院
福岡県済生会福岡総合病院
福岡県立精神医療センター太宰府

病院
(医)すずらん会
(医)久康会 平田東九州病院
(医)敬和会 持田病院
(医)健美会 佐々木病院
(医)社団邦生会 高山病院

ロイヤル㈱
ロイヤル空港高速フードサービス㈱
㈱プレナス・エムケイ
㈱プロントコーポレーションブラッスリー
ポール・ボキューズ 博多
㈱東急グルメフロント
㈱サッポロライオン
㈱ピエトロ
㈱Wolfgang’s Steak house JAPAN
㈱エイチダイニング
㈱銀座らん月
㈱サガミマネジメントサポート
㈱ウエスト
㈱八仙閣
トリゼンフーズ㈱
㈱ヒラオフーズ
㈱ジョイフル
㈱ＫＲフードサービス
㈱梅の花
㈱梅の花ｐｌｕｓ
㈱力の源カンパニー
㈱力の源ホールディングス
㈱オーイズミフーズ
㈱５６フーズ・コーポレーション
㈱西鉄プラザ
コヒツジヤ LAMBMAN
㈱オレンジフードコート
相席屋
㈱アートコーヒー
㈱サンコー
明治屋食肉㈲
㈱クプロ
㈱タカスイ
㈱うちだ屋
うどん居酒屋うちの屋
㈱釜揚げ牧のうどん
㈱資さん
養老乃瀧㈱
餃子屋 弐ノ弐
リズム食品㈱
㈱ハートコネクション
㈱Ｂｅ ＢＬＯＯＭ
西洋フード・コンパスグループ㈱
俺のフレンチ博多
欧風料理 ボンシェフ ミタニ
Ｍｉコーポレーション㈱
㈱ダイヤモンドフーズ
㈱ＫＩＳＳ 福岡
京風串揚げ喝
特産品センター なんかん いきいき村
すし処 慎一
すし寅
そば処しいば
麺焼そば専門店バソキ屋
炭火焙煎珈琲 水の館

小 売

外 食・ホテル

商社・卸・問屋

焼鳥居酒屋黒船
南国商店



事前アポイント個別商談会

事前アポイント個別商談会とはFOOD STYLE実行委員会にて事前にご来場を確約した首都圏・関西・九州エリアの百貨店、スーパー、
惣菜専門店、外食チェーン店、ホテル、問屋・卸のバイヤーや購買責任者と出展者が事前に個別商談の確約を行う企画です。展示
会開催前に参加バイヤー企業にあった提案の準備ができ、その後の取引の決定や継続商談につながる場となります。

※前回実績

㈱三越伊勢丹、㈱大丸松坂屋百貨店、㈱髙島屋、㈱京阪百貨店、㈱阪急百貨店 博多阪急、㈱ジェイアール京都伊勢丹、㈱そごう・西武 そごう広島
店 ㈱岩田屋三越、㈱博多大丸、㈱井筒屋 催事、㈱井筒屋 食品課、イオン九州㈱ グロサリー商品部、イオン九州㈱ 水産商品部、イオン九州㈱ デ
リカ商品部、イオ ン九州㈱ 農産商品部(果物)、イオン九州㈱ 農産商品部(野菜)、イオン九州㈱ 催事グループ 2名、㈱エムアイフードスタイル、㈱
サザビーリーグ AKOMEYA事業部、 ㈱信濃屋食品、イズミヤ㈱、㈱マルミヤストア 惣菜課 2名、㈲九州パワーグループ、㈱ひこばえ、㈱郵便局物
販サービス、㈱ＪＡＬＵＸ、㈱味とサイエンス、㈱西日本 新聞社 メディアビジネス部 2名、㈱ぐるなび MD統括セクション、㈱ぐるなび EC企画セ
クション、㈲セレンディブ、㈱はたなか、㈱エイチダイニング、㈱銀座らん月 ㈱梅の花、㈱八仙閣 2名、㈱ピエトロ、トリゼンフーズ㈱、㈱東急
グルメフロント 商品企画、㈱東急グルメフロント 店舗開発、㈱サガミマネジメントサポート、㈱ハークスレイ、スイスホテル南海大阪㈱、西日本
高速道路ロジスティックス㈱ 2名、㈱オーイズミフーズ、コヒツジヤ LAMBMAN、㈱トモス 3名、㈱ヤマムロ、ヤマエ久野㈱ 鮮冷畜産 3名、㈱西
原商会 仕入企画部、㈱西原商会 畜産部、㈱丸菱 商品統括本部、㈱丸菱 営業企画、㈱インパクトワン、㈱五味商店、㈱オージーフーズ 中村角㈱
営業企画部、中村角㈱ 常温食品部、㈱髙山、㈱レガーロ 2名、㈱G7ジャパンフードサービス(順不同)

７３バイヤー招聘 ４３５商談を実施！

参加出展者アンケート 参加バイヤーアンケート 参加バイヤーの声 ［初参加］

㈱五味商店(仕入れ担当者様)
農水産加工品卸、アンテナショップ

＜導入実績＞開催終了後半月時点
●M出展者様➡得意先百貨店などへ
１２月度商品案内で紹介
●O出展者様➡得意先百貨店などへ
１２月度商品案内で紹介

初めて参加し、九州や九州以外の食材も
多く、全国各地の企業様と商談すること
ができました。次年度もこだわりの商
品・食材を探しに参加したいと思います

今後、商談に行きたい展示会エリア

九州エリアが１位
９１.６％が満足 ９４.８％が満足



来場者誘致活動

実行委員会では来場者動員において前回以上のボリュームアップを図り、小売・中食・外食業界の質の高いバイヤー、関係者を
誘致してまいります。

出展者の皆様にとって小売・中食・外食業界の有力顧客となりうる方々(社長・取締役・部長など
製品・サービス導入の決裁権をお持ちの責任者) へ直接電話連絡や直接訪問を行い、招待券の配
布確認を行うと同時に展示会来場のメリットをお伝えし、質の高いバイヤー・業界関係者を招待
しました。また、弊社主催展示会、外食ビジネスウィーク東京・関西の過去来場バイヤーをはじ
め、飲食店、フードサービスなどへ定期的にＤＭを配信しました。配信ＤＭには展示会の特別企
画などの様々な情報を掲載し、展示会への興味を促し、来場動員を図りました。

各業界団体・協会と連携し、本展示会の告知及び招待券を会員・組合に配布協力をお願いし、来場者動員につなげました。

後援・協力：九州経済産業局、九州農政局、九州農業成長産業化連携協議会、九州地域バイオクラスター推進協議会、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、山口県、福岡市、(一社)九州経済連合会、九州商工会議所連合会、福岡県商工会議所連合会、佐賀県商工会議所連合会、長崎県商工会議所連合会、熊本
県商工会議所連合会、大分県商工会議所連合会、（一社）宮崎県商工会議所連合会、沖縄県商工会議所連合会、ジェトロ福岡、(独)中小企業基盤整備機構 九州本部、(公財)
福岡県中小企業振興センター、(一社)日本百貨店協会、(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)日本惣菜協会、(公社)福岡県栄養士会、(一社)全
日本司厨士協会、(一社)日本厨房工業会、(一社)日本ジビエ振興協会、(一社)全日本・食学会、(一社)日本外食品流通協会、(一社)日本物流システム機器協会、(一社)日本運
搬車両機器協会、(一社)日本3PL協会、(公社)福岡県食品衛生協会、NPO法人 繁盛店への道 ※順不同

公式ホームページでは適切な検索エンジンの最適化を行い、
検索上位を維持しました。また、Facebookを活用し、タイ
ムリーな話題やセミナー情報などをアップしました。更に
プレスリリースを数回配信しました。

開催前にて、専門紙・誌への広告出稿やフードビジネス専門サイトへのバナー掲載、会員企業
へメールマガジンでの告知やオフィシャルサイトへの訪問数アップの為のキーワード広告も行
いました。更には、開催初日にテレビ局の取材を入れ、開催期間中も来場者誘致活動を実施し
ました。

※下記前回実績

招待券による動員活動・・・約20万件・ＤＭ（メール・ＦＡＸ）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・・・41団体

公式ホームページ・Facebookなどによる動員活動 広告出稿およびパブリシティによる動員活動

ふくおか経済

ＴＶＱ『ふくサテ！』テレビ東京『ワールドビジネスサテライト』



来場動員イベント

実行委員会では各業界向けにセミナーやライブキッチン、併催イベントなど様々な来場動員イベントを実施し、来場誘致につなげてまいります

特別セミナー・ライブキッチン・フューチャーセッション

特別企画ブース・無料相談コーナー

食の課題・多様化するニーズにお応えする企画として出展ブースのほかにもあらゆるテーマに富んだ企画でフードビジネスに関わる様々な業態・業種
の方に向けた情報発信の場を創出しました。

各種無料相談コーナー

【産学官連携食のプロジェクトコーナー】

【東京派？福岡派？ デパ地下 大人気弁当展示コーナー】
【お弁当お惣菜メニュー提案CUP】
【環境にやさしい容器提案コーナー】
日本惣菜協会九州支部

※下記前回実績

小売・中食・外食業界の著名な講師陣を招き、セミナーでは商品開発、人手不足解消、食品
表示、食品ロス削減、食品物流、地域ブランド戦略、海外進出、飲食店での集客・接客・教
育などやライブキッチンステージでは大手ビールメーカー4社のおススメするドリンク提案、
パイの時短メニュー、お魚の惣菜メニュー、大豆バランス食、スペシャルティコーヒーのド
リップ実演などが実施され、いづれも多くの専門バイヤーや経営者などが熱心に聴講されま
した。またファシリテーターをお招きして出展者・来場者の壁を越え、サプライヤー・小規
模事業者・自治体担当者向けに様々な立場の方々が意思決定や合意形成のためではなく、多
角的な視点により課題解決や『新たなアイディア』を生み出す場として熱いセッションが行
われました。

【福岡県の取組みPRコーナー】
福岡県、福岡県リサイクル総合研究事業化センター

【食品に特化した物流提案ブース】
㈱トワード、日通商事㈱／日本通運㈱

【海外進出を考えている飲食店必見！外食産業海外進出コーナー】福岡市、ジェトロ福岡

【食品機能性表示の相談コーナー】日本食品保健指導士会 九州支部

【首都圏への販路開拓及び首都圏店舗進出相談コーナー】㈱プレコフーズ

【韓国企業ビジネスマッチング・韓国人材採用相談コーナー】KOTRA 韓国貿易センター（福岡）

特別企画ブース



出展募集要項（通常ブース） ※本展示会の開催期間最終日の消費税率を適用させていただきます

2019年11月13日(水)～2020年8月10日(月)

2020年8月11日(火)以降

2020年11月10日(火)～11月12日(木)
2020年11月10日(火)～11月12日(木)





【トライアルブース ご出展条件】（

※全国の農業、漁業、畜産業、食料品・飲料のみご出展が可能です。
（設備、機器・サービスなどのご出展はできません）
※最大２小間までのお申込となります。
※エリアのスペースには限りがございますのでお早めにお申し込みください。

【地域産品団体エリア ご出展条件】

※全国の自治体、団体、協会等での団体出展プランとなります。
※小間数、出品製品の制限はございません。
※団体等でなおかつ１小間でのご出展も可能となります。
※通常ブースでの団体出展も可能です。

１小間/７５，０００円【出展料金】 （税別）

テーブル１台
（Ｗ1200ｍｍ×Ｄ600ｍｍ）
パイプ椅子１脚

壁面パネル

【１小間仕様】

※隣接する小間との
仕切り壁はありません。

【団体出展は小間数に応じて特典がございます】

出展募集要項（トライアルブース・地域産品団体スタイル）



ブース参考例

1小間 3ｍ×3ｍ 2小間 6ｍ×3ｍ

逸品ブース1小間 1.5ｍ×1.5ｍ特別装飾プラン



出展効果を高めるサービス

【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

展示会の最新情報、出展者情報
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の場としてご提供します。

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。

公式ホームページバナー広告

出展者による特別ＰＲセミナー

【ＰＲセミナー利用料金】
100,000円（税別）

【バナー広告掲載料金】
50,000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。

会場内にキッチンステージを設置し、調理実演をおこないながら
来場バイヤーへ貴社の食材、飲料・機器を使った新たな
メニュー・調理提案ができる「ライブキッチンステージ」をご活用
いただくことができます。

会場案内図広告

ライブキッチンステージを活用した調理実演

【ライブキッチンステージ利用料金】
150,000円（税別）

【会場案内図広告掲載料金】
サイズ・金額はお問い合わせください。

【セミナー時間】 ４０分

（準備・片付け時間別）

【席数】スクール形式 ２０席（予定）

【受講方法】当日受付

※食材、調理器具などは

参加企業にて準備



開催までのスケジュール

出展申込受付開始

早期申込割引
締切

※通常ブース

通常申込締切

招待状社名掲載
情報登録など

２０１９年
１１月１３日（水）

２０２０年
５月１日（金）

２０２０年７月下旬
（予定）

スペースがなくなり
次第、募集締切

出展申込書（別紙）記入例

※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

２０２０年
１１月１１日（水）
～１２日（木）

会期

２０２０年
１０月中旬（予定）

各種申請書類
提出期限

出展者説明会・
各種申請書配布

２０２０年
８月下旬（予定）

株式会社イノベント
イノベント

2020 1 15

代表取締役 伊野 ベン太郎
イノ ベンタロウ

新規開拓支援部

課長 伊野 ベン太郎

イノ ベンタロウ

東京都港区南青山3-1-31 NBF南青山ビル2F107-0062

０３ ６８１２ ９４２３ ０３ ５４１３ ８８３０

foodstyle innovent.co.jp
✓

✓

✓

✓

８

✓

✓

記
入
必
須
項
目

記
入
必
須
項
目

伴奏型補助金のご活用も
いただけます



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。

株式会社イノベント 展示会・イベント 開催実績



他エリアの展示会のご案内

『見れる』 『聞ける』 『体験できる』ママを含むファミリーイベント

福岡
開催

横浜
開催

2020年11月7日 ～8日日土

マリンメッセ福岡（福岡県）

パシフィコ横浜（神奈川県）

2019年 来場者実績17,298名

初開催！

物販可能

一般消費者へのアンケート
やPRも可能

食育エリアあり

食品に関わるメーカー参加
実績多数あり

ママを含む子育てファミリー
が来場

2020年6月6日 ～7日日土



FOOD STYLE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：foodstyle@innovent.co.jp



〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31  NBF南青山ビル2F （（株）イノベント）

 出展申込書
送 付 先

■会　期 ： 2020年11月11日（水）･ 11月12日（木）　■会　場 ： マリンメッセ福岡

試飲・試食予定あり　（貴社ブース内水道工事もしくは共有水道の申込が必須となります。）

※こちらの欄はレンタル装飾、共有水道利用場の申込み欄ではございません。お申込は、別途ご案内いたします。

試飲・試食予定なし

検印受付日 申込受付番号登録者営業担当お支払期日請求書発行日実行委員会記入欄

会 社 名

請求書送付先

備　考

会社名

所在地

太枠内をご記入下さい。 ～　 は必須項目です。

責 任 者

〒

〒

T E L F A X

（フリガナ）

責任者印もしくは社印

※新規取引
　の場合は
　責任者印
　の捺印を
　お願い
　します。

フリガナ

印

申込小間数

※スペースのみ

試飲・試食

事業者出展あり　（※別途7月頃、実行委員会より事業者確認のメールをお送りいたします。）

ガス使用

小間

□上記と同じ

□上記と同じ

担当者 □上記と同じ

展示会担当者

担当者

所在地

T E L F A X

（フリガナ）

□上記と同じ

取り消し、解約の意思表示期間

2019年11月13日（水）～ 2020年8月10日（月）

2020年8月11日（火） 以降

キャンセル料

出展料金の50％（税別）

出展料金の100％（税別）

通常小間
[3m×3m(9m ）]2 　10小間以上　　¥220,000 /1小間

¥250,000　/1小間

（右に必ず □ を
入れてください）

@E-mail

@E-mail

 

（フリガナ） 

役 職

部 署 

役 職

部 署 

Ver 2

本用紙受理後、出展解約、出展面積の縮小などは右記の通りのキャンセル料が発生
いたします。請求書に記載されている支払期日までに、指定振込先へお振込みくださ
いますようお願い申し上げます。

FOOD STYLE実行委員会の定める裏面記載の「出展規約条項」について了承の上、申込みます。

（　　　　　　） （　　　　　　）

（　　　　　　）（　　　　　　）

役 

職 

名

氏

名

氏

名

氏

名

6小間～9小間　¥230,000 /1小間 

申 込 日     年　　月　　日　

FOOD STYLE実行委員会  TEL：03-6812-9423　FAX：03-5413-8830

2 3

4

5

6

7

8

9

1 8

出展契約条項

FOOD STYLE 2020 in Fukuoka

1

ガスの使用予定あり

コンパクト小間
[1.5m×3m(4.5m ）]2

¥125,000　/1小間

/1小間

（税別）

小間

小間

（税別）

（税別）

 

¥　　　　　　　 　　　　 （税別）

トライアルブース □団体以外の単独出展は、最大２小間まで

□団体プラン※小間数制限無し
￥75,000

トライアルブースは食材、飲料以外の出展はできません。出展対象の詳細は資料をご覧ください。　団体プラン→出展対象の規制はありません。

［1.5ｍ×1.5ｍ(2.25㎡)］

※スペースのみ

※壁面パネル、社名板、テーブル1台つき

備
考
欄

そ
の
他
・

※ 出展料金に関しましては、本展示会の開催期間最終日の消費税率を適用させていただきます。

※一部、本展示会の開催期間最終日の消費税率対象外がございます。

事業者等の
出展有無について 事業者出展なし

自治体・団体・協会・商工会・商工会議所 などの方のみ必須項目です。



（３）

第７条（乙の個人情報の取り扱い）
（１）甲は、乙の個人情報を、本展示会の開催にあたって必要な情報のやりとりのために使用でき

るものとします。

（２）甲は、本展示会および甲が開催する他展示会の広告宣伝のための電子メールおよびその他の

広告宣伝物を、乙に対し、送信することができるものとします。

（３）乙は、甲が必要と認めた場合、指定する協力会社および本展示会の取材・特集企画を行う業

界紙誌に、甲が、乙の個人情報を提供することに同意するものとします。

第９条（乙の管理）
（１）乙は、本展示会の会期および搬入出期間中、自らの責任と費用により出展物・装飾物等を管

理し、搬入出・展示および実演等に際し、甲が別途定める「展示会活用マニュアル」に基づき最

善の注意を払い、展示会の円滑な運営に努めなければなりません。甲は、乙の出展物・装飾物

等に関する盗難等について責任は一切負いません。

（２）乙は、自らおよびその代理人等の不注意等によって甲および第三者に生じる損害等について

の一切の責任を負わなければなりません。

（３）前項の場合において、甲は、乙が甲の通知に従わない場合、自らの判断により当該出展物の

撤去をすることができる他、甲が適当と考える措置をとることができます。この場合にかかる

費用は乙の負担とします。乙は、これについての一切の請求・異議申立て等はできません。ま

た、甲は、これにより乙に生じる損害等についての責任は一切負いません。

第１０条 （出展物）
（１）乙は、甲が「出展社募集のご案内」で定める＜出展物＞に記載された物で、事前に甲の承諾

を受けた物のみを展示することができます。

（２）甲は、乙が前項に違反する物を出展した場合、乙に対し、その出展物の即時撤去を求める通

知をすることができます。通知を受けた乙は、当該出展物を即時撤去しなければなりません。

この場合にかかる費用は乙の負担となります。

第１１条（設備使用等に伴う支払義務）

乙は、本展示会への出展にともない、甲が提供する設備やサービスを必要とする場合には、甲に

対し、甲が別途定める「展示会活用マニュアル」により申込み、所定の料金を所定の期日までに

支払わなければなりません。オプション料金については、本展示会の開催期間最終日の消費税率
を適用させていただきます。

第１２条（装飾施工）
（１）乙の出展スペース内の装飾施工は、乙が自らの責任と費用において行わなければなりません。

その装飾施工については、乙は、甲が別途「展示会活用マニュアル」に定める装飾規程を遵守し

なければなりません。

（２）甲は、乙が前項に違反する装飾施工をした場合、乙に対し、その装飾等の即時改修を求める

通知をすることができます。通知を受けた乙は、当該装飾物を即時改修しなければなりません。

この場合にかかる費用は乙の負担となります。

（３）前項の場合において、甲は、乙が甲の通知に従わない場合、自らの判断により当該装飾物の

改修をすることができる他、甲が適当と考える措置をとることができます。この場合にかかる

費用は乙の負担となります。また、甲は、これにより乙に生じる損害等についての責任は一切

負いません。

第１３条（立ち入り点検）
（１）甲またはその代理人は、本展示会の会場における保全・防火・防犯その他管理運営上必要が

ある場合、あらかじめ乙に通知したうえで、出展スペース内に立ち入り、これを点検し適当な

措置をとることができます。ただし、緊急の場合等甲があらかじめ乙に通知することができない

場合は、事後の報告でも足りることとします。

（２）前項の場合、乙は甲の措置に協力しなければなりません。

第１４条（原状回復）
（１）乙は本展示会の会期終了後、ただちに、自らの費用をもって、出展スペース内の出展物、装

飾物その他一切の物件を撤去のうえ、別途「展示会活用マニュアル」に定める時間までに出展

スペースを原状に回復し、甲に返還（以下これらの行為をあわせて「原状回復」という。）

しなければなりません。

（２）乙が前項の原状回復をしなかったときは、甲は、出展スペース内の出展物、装飾物その他一

切の物件の所有権を乙が放棄したものとみなして、これを任意に処分して、原状回復をすること

ができます。この場合にかかる費用は乙の負担となります。これについて、乙は、甲に対して、

一切の請求、異議の申立て等はできません。

（３）本展示会終了と同時に乙が第1項による出展スペースの原状回復をしないときは、乙は甲が

別に定める損害金を支払わなければなりません。

（４）乙は、甲に対して、出展スペースの原状回復にあたって、出展物、装飾物その他一切の物件

の買取り、移転料その他一切の請求をすることはできません。

第１５ 条（禁止事項）
乙は次の行為をすることができません。万一、乙がかかる行為をした場合、甲は乙に対し展示の

中止、装飾の撤去を行います。甲は、これにより生じる費用を乙に請求することができます。

① 出展スペースの全部または一部を、有償・無償を問わず、第三者に担保として供し、譲渡し

もしくは貸与しまたは出展社相互間で交換すること。

② 本展示会の会場の建物および敷地内において、乙が出展スペース以外で、出展物の展示や装飾

施工もしくはカタログの配布等の宣伝行為をすること。ただし、甲が事前に承諾した場所につ

いては、この限りではありません。

③ 他の出展社、来場者および甲に迷惑となる行為を行うこと。

④ 出展スペースを含む本展示会の会場の建物・設備もしくは敷地に損害を及ぼすおそれのある行

為を行うこと。

⑤ 本展示会の会場にて知的財産権を侵害する展示物（模倣品）の展示・販売を行なうこと。

⑥ 食品の管理・衛生に関し、関連法令の基準等を満たさないか、または関連法令に従わないと認

められること。

⑦ 第16条第1項および第2項各号に掲げる事項について違反するおそれが生じる行為をすること。

⑧ 第5条1項各号に該当するおそれを生じさせる行為をすること。

⑨ 本契約条項、出展要綱およびその他甲が別途定める規定において禁止された行為を行うこと。

第１６条（遵守事項等）
（１）乙は、本展示会の来場者その他第三者との間で生じたトラブルの一切について、自らの責任

と負担において解決しなければならず、甲に対して損害を一切及ぼさないために必要とされる全

ての措置を行わなければならないものとします。

（２）乙は、甲に対して、次の各号の事項を保証し、確約します。かかる事項について違反した場

合または違反していることが発覚した場合、乙は、甲に生じた損害の一切を甲に対して賠償しな

ければなりません。

① 乙が、本展示会における出展社として、（i）展示品等の搬入出、出展および実演等、来場者そ

の他第三者との間の取引等、ならびにこれらの準備等の行為をするために必要な権利を全て有

していること、（ii）当該行為により来場者を含むいかなる第三者の権利も侵害しないこと、な
らびに（ iii ）当該行為が宅地建物取引業法、特定商取引法、その他の法令等に違反しないこと

② 乙もしくは乙の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役員またはこれらに準ずる者をいう

。）が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行う

恐れがある組織、事業内容が明確でない団体、もしくはこれらに準ずる者もしくは団体、また

はそれらの構成員もしくは関係者（以下総称して「反社会的勢力等」という。）ではないこと。

③ 乙が反社会的勢力等に乙の名義を利用させ、本出展契約を締結するものでないこと。

第１７条（規定の遵守）
乙は、本契約条項、出展要綱およびその他甲が別途定める規定を遵守しなければなりません。ま

た、甲は、甲が必要と認める場合には、諸規定を変更することがあります。この場合、乙は変更

後の新規定を遵守しなければなりません。

第１８条（遅延損害金）
（１）甲および乙は、本契約条項に別途定める場合を除き、本契約条項上の債務の履行を遅延した

場合には、当該債務を履行すべき日（同日を含む。）から当該履行を遅延した債務（以下、本条

において「履行遅延債務」という。）の全てを履行した日（同日を含む。）までの期間につき、

履行遅延債務の金額に、年率14％の割合を乗じて算出した遅延損害金を、直ちに、相手方に支払

うものとします。

（２）前項の遅延損害金の算出方法は、両端および1年を365日とした日割計算とし、除算は最後に

行い、1円未満は切り捨てるものとします。

第１９ 条（管轄裁判所）
甲および乙は、本出展申込書または本出展契約から生ずる紛争について訴訟を行う場合は、東京

地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第２ １条（その他）
本契約条項に定めのない事項については、甲が別途定める「展示会活用マニュアル」等の規定に

よるものとします。その他の定めのない事項については、甲の判断によるものとします。

第２０条（準拠法）
本出展申込書および本出展契約は、日本法を準拠法とし、かつこれに従って解釈されるものとし
ます。

第２条（契約期間）
本出展契約の契約期間は、前条第1項に定める成立の時から、本展示会終了後乙の甲に対する全て

の金銭の支払義務の履行が完了するまでとします。

第３条（出展スペースの使用期間）
（１）本展示会における乙の出展規模および出展場所（以下「出展スペース」という。）について

は、甲が行う小間割当によって決定し、甲はこれを乙に対して通知します。乙は、かかる甲の

決定に対し、異議・変更等の申し出を行うことはできません。

（２）乙による出展スペースの使用期間は、2020年11月11日（水）～11月12日（木）までとします。

但し、別途「展示会活用マニュアル」にて通知する時間帯に限られるものとします。

申出時期

2019年11月13日（水）～2020年8月10日（月）

2020年8月11日（火）以降

出展料金の50%（税別）

出展料金の100%（税別）

キャンセル料

第４条（乙による本出展契約の解約と変更）
（１）乙は、甲にその旨書面で申し出て、甲の承諾を得た場合に限り、本出展契約を解約または変

更する（出展面積の縮小を含む。）ことができます。この場合、甲は理由のいかんを問わず、既

納の出展料金およびその他各種料金を返還しません。

（２）前項に従い乙が本出展契約の解約または出展面積の減少をしようとする場合、乙は、事前に

下記に定めるキャンセル料を甲に支払わなければなりません。

（３）本条第1項により、乙が本出展契約を展示会開催初日の2ヶ月以内の日に解約または変更した

場合、甲が必要でないと認めない限り、乙は、自己の出展スペースに甲が別途「展示会活用マ

ニュアル」によって定める基礎装飾を行い、本展示会の会期中、人員を1名以上配置しなければな

りません。

なお、出展料金の支払いが未了の場合のキャンセル料にかかる消費税については、本展示会の開催
期間最終日の消費税率を適用させていただきます。

第１条（出展申込・契約）
（１）本出展契約は、本出展申込書を甲が承認した時点をもって成立します。

（２）甲は、乙からの本出展申込書受領後、乙に対し出展料金の請求書を乙に発送します。

乙は、甲が請求する出展料金を甲が指定する期日までに甲に銀行振込の方法により支払わなけれ

ばなりません。

（３）出展料金に関しましては、本展示会の開催期間最終日の消費税率を適用させていただきます。

第５条（甲による本出展契約の解約と変更）

（１）甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、何等の催告なく、書面による通知により、本

出展契約を解約・変更することができます。なお、甲は、理由のいかんを問わず、既納の出展

料金およびその他各種料金は返還しません。また、甲はこれにより乙に生じる損害等についての

責任は一切負いません。本展示会の会期中、本出展契約が解約された場合、乙は直ちに一切の出

展行為を中止し、甲の指示に従い、第14条第1項に従い自らの費用をもって出展スペースを原状に

回復し、甲に返還しなければなりません。

① 乙による出展が本展示会の開催趣旨に反する恐れがある場合

② 乙が公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがある場合

③ 乙が他の出展社に不都合を生じさせる恐れがある場合

④ 乙が本展示会において使用する建物または設備に損害を与える恐れがある場合

⑤ 本出展申込書に虚偽の記載がある場合

⑥ 本出展申込書の記載事項に変更が生じ、当該変更について甲の承諾を得られない場合

⑦ 乙が、本展示会の展示会場において知的財産権を侵害する展示物（模倣品）を展示し、また

は本展示会に関するか否かにかかわらず知的財産権を侵害する物品の輸入・販売等の実施をし

たもしくはしていた場合

⑧ 乙が第16条第1項または第2項各号に掲げる事項について違反したまたは違反していた場合

⑨ 乙が、本契約条項、出展要綱、もしくはその他甲が別途定める規定に反した場合、または甲の

指示に従わない場合

⑩ 第1条第2項に基づき甲が指定する期日までに、乙による所定の金融機関への出展料金の振込が

確認されない場合

⑪ 食品の管理・衛生に関し、関連法令の基準等を満たさないか、または関連法令に従わないと認

められる場合

⑫ 乙に、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類

似する法的倒産手続開始の申立てがなされたとき、支払の停止もしくは銀行取引停止処分がな

されたとき、または、乙の重要な資産につき滞納処分による差押え、仮差押え、保全処分、

差押え、競売手続の開始その他の強制執行手続きもしくは担保権実行手続が開始されたとき

⑬ 乙の共同出展社が前各号のいずれかに該当する場合

⑭ その他本出展契約を存続させるまたは乙が本展示会に出展することにつき、本展示会の管理、

運営上支障がある場合

第６条（本展示会の会期・会場、開催時間の変更及び中止）

（２）前項により本展示会の会期・会場及び開催時間が変更された場合、乙はかかる変更を理由

（３）第1項により開催が中止された場合、甲は、何等の催告なく、本出展契約を解約することが

できます。甲は、これにより乙に生じる損害等についての責任は一切負いません。なお、甲が第1文

に従い解約した場合、既納の出展料金およびその他各種料金のうち、既発生の費用を控除した残額

については返還します。

（１）火災、地震、洪水、風害、悪天候、疫病、爆発、暴動・内乱、テロ行為、その他の事故及

び事件、戦争、ストライキ・ロックアウト・ボイコットその他の労働争議、法令、政府・官公

庁・地方自治体による命令又は規制、特殊な経済事象・法令改正あるいは政府・官公庁・地方

自治体による規制又は命令に基づく人員・輸送手段・必要物資・機材の不足等の不可抗力な事
由が生じた場合、本展示会会場からの要請を受けた場合、本展示会の開催状況等を勘案し、本

展示会の開催の有無、会期・会場及び開催時間が不適当と判断される場合、その他甲の責めに

よらない事由により本展示会の開催に支障が生じた場合は、甲は、本展示会の会期・会場及び

開催時間を変更し、または開催を中止することがあります。

として、本出展規約を解約・変更することができません。また、甲は、これにより乙に生じた
直接、間接の別を問わずその損害を賠償する責任を一切負わないものとします。

第８条（甲の管理と免責）
（１）甲は、本展示会の会期および搬入出期間中、善良なる管理者の注意をもって、本展示会の円

滑な運営に努めます。甲が、乙に対し、本展示会に関し、搬入出・展示および実演等の中止・制

限その他必要な措置を求める通知をした場合、乙は、自らの費用で当該必要な措置を即時にとら

なければなりません。

（２）甲は、乙が甲の前項の通知に従わない場合、自らの判断により必要な措置をとることができ

ます。この場合、当該措置に係る費用は全て乙の負担とし、甲は、これにより乙に生じる損害等

についての責任は一切負いません。

本展示会の運営に際し、第６条１項で規定する甲の責めに帰さない不可抗力事由によって乙

（４）甲は、甲が製作した展示会招待券・展示会ホームページ・展示会場案内図、その他のプロモ

ーション用資料等の中に偶発的に生じた誤字・脱字等に対しての責任は一切負いません。

に損害が発生した場合、甲は、直接、間接の別を問わずその損害を賠償する責任を一切負わないも
のとします。

2020 、は）ういと」乙「下以（者込申者展出会示展本と）ういと」甲「、下以（会員委行実ELYTS DOOF、し際に）ういと」会示展本「、下以（akoukuF ni 0202 ELYTS DOOFるす催開でま）木（日21月11らか）水（日11月11年
出展にあたり、以下の契約条項を遵守し、契約を締結する


