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２０２３年４月７日 

プレスリリース／報道関係者各位 
日本食糧新聞社  

FABEX 展示会事務局  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

日本食糧新聞社は、惣菜デリカ・弁当・中食・外食・給食・配食業界の素材や製品、機器、容器までを一堂に展示する業務用

専門展『第 26 回 ファベックス 2023』(主催：日本食糧新聞社)と、和洋菓子・ベーカリー・カフェ・飲料の業務用商品開発展

『第20回 デザート・スイーツ＆ベーカリー展』(主催：日本食糧新聞社、協同組合全日本洋菓子工業会）、お米の需要発展を目

指す「第２回お米未来展2023」（主催：日本食糧新聞社）の3展を総称『FABEX東京2023』として、2023年4月 12日

(水)から 14日(金)までの３日間、東京ビッグサイト東展示棟４･５･６ホールで開催します。 ※同時･合同開催展含む 
ｃ 

＜食品業界の商品・メニュー開発のヒント、最新情報を一堂に会した国内唯一の業務用“食”の総合見本市＞ 

出展社数 846社・1,254 小間 ※合同開催展含む (4 月 4 日現在 最終的な出展社数につきましては公式 Web サイトにて発表します） 

FABEXは外食・中食産業のビジネスをワンストップで俯瞰できる「食品・食材」「機械・機器」「容疑・包装」の 

３つの分野が一体となった総合展示会です。出展社は日本の食品産業を代表するサプライヤーが集結。 

来場する全国の有力バイヤーとのビジネスチャンスを創出します。 

（出展社一覧） https://nissyoku.my.salesforce-sites.com/fabex/searchExhibitor?ev=fbx&year=2023 
ｃ 

＜2023年の FABEX のメインテーマ「革新！ニッポンの『食』～変わる世界、変える未来～」＞ 

【サブテーマ】 ファベックス＝『中食・外食のパラダイムシフト ～新価値創造で未来をひらく～』 

＜展示会の狙い＞約 35兆円の中食・外食市場にアプローチできる業務用商材に特化！ 
 

【サブテーマ】 デザート・スイーツ&ベーカリー展＝『デザート・ベーカリービジネスの新潮流～サステナブルな未来へのアプローチ～』 

＜展示会の狙い＞時代の変化を捉えた提案と商談を提供します！ 
 

 

＜「食の総合見本市」として多彩なカテゴリーの展示会との合同開催！＞ 

同時開催として、食品と飲料の PB・OEM に特化した『第 11回 食品＆飲料 OEM マッチング EXPO』、合同開催として、

麺類飲食店の安定と向上及び業界振興に資する 『2023 麺産業展～そば・うどん～』、世界のワイナリー、ビール、スピリッ

ツ、グルメ食品メーカーのセレクションを 紹介する『ワイン＆グルメ ジャパン powered by ProWein』、日本を含む、アジ

ア市場をターゲットとした菓子専門の新たな商取引の場となる『ISM Japan2023 国際菓子専門見本市』、多様な食習慣・

制限に対応する食品・食材展『プレミアム・フードショー2023』 の５展が揃い、国内最大級の食の総合見本市として食品業

界関係者に多方面からビジネスチャンスを創出していきます。 

＜3年ぶりにオープニングセレモニーを実施します！＞ 

各展示会の主催者が揃い、各界の代表や御来賓を迎えてのオープニングセレモニーを開催します。 

＜主催者合同 オープニングセレモニー＞ 

日時：2023年 4月 12日(水) 9:20～９：５０／場所：東京ビッグサイト東５ホール入口前 オープニングセレモニー会場 

 

★皆様の媒体にてご取材いただければ幸いです。最終ページに「取材申込み」についてのご説明があります  

FABEX 東京 2023 展示会取材のお願い  

 

中食・外食産業ビジネスのための商談展示会 
国内最大級の業務用食品・食材、機器、容器の総合見本市 

 
 

 
 

２０２３年４月１２日（水）～１４日（金） 東京ビッグサイト 東展示棟４・５・６ホールで開催！ 

https://nissyoku.my.salesforce-sites.com/fabex/searchExhibitor?ev=fbx&year=2023
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【ＦＡＢＥＸ総合イベント】 
 

 

◆ 4月 12日（水）～14日（金） 

食品業界の最新動向や商品開発のヒントとなるセミナーを 3日間にわたって開催します。 

（取材の場合はセミナー受付にてお申し出ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

◆ 表彰式：4月 1２日（水）１１：１０～1２:40 

◆ 受賞商品のパネル展示・販売：4月１２日（水）～１４日（金） 
「惣菜・べんとうグランプリ」は中食業界の振興と、中食事業者の商品開発・販売促進の応援を目的として、日本

各地で発売されているお惣菜・おべんとうの中から、商品力・販売力・アイデア力のあるお惣菜・おべんとうを選

出し、表彰しています。 
 

最終選考会は 2月 9日、日本食糧新聞社「食情報館」で行われ、審査の結果、商品総数 1,410品の中から金賞

23商品、優秀賞 57商品、審査委員特別賞 5商品、入賞 59商品が選定されました。 

会場内では受賞商品の展示と、販売（一部のみ）を行います。 
 

わが社自慢の惣菜・べんとう部門 

こだわりの製法や素材を使った、人気の新商品やロングセラーなど、自社でイチオシする自慢の惣菜・弁当 

祭事・イベント部門 

お正月、節分、ひなまつり、子供の日、四季の事物や年中行事など、日本文化にちなんだ惣菜・弁当 

駅弁・空弁部門 

鉄道の駅構内や空港で一定期間の販売実績があり、各地・各駅の特徴を反映した惣菜・弁当 

健康・ヘルシー部門 

ローカロリー、栄養バランスが良い、オーガニック・機能性食材を使用しているなど、健康に配慮した惣菜・弁当 

地方食材・調理法部門 

日本各地の特産品や食材・調味料や、地域の食文化に根ざした調理法を使用している惣菜・弁当 

デリ・ベーカリー＆スイーツ部門 

全国ご当地の様々な具材やおかず、果物を使った惣菜パン、ピザ、お持ち帰りスイーツなど 

【特別部門】ロングライフ部門 

冷凍・チルドや常温パウチなど、賞味・消費期限を延ばし食品ロス削減や SDGsへの取り組みを行っている惣菜・弁当 

企業表彰 

過去受賞企業の中で特に優秀な商品を多数受賞した企業から選出され「デリカ総合金賞」が授与されます 

【特別部門】たべぷろ賞 

インスタグラムとツイッターによる投票で選ばれた、働くママの支持ナンバー1の商品 
 

＜入賞商品（金賞・優秀賞・審査委員特別賞・入賞）一覧＞ 

https://www.souzai-bento.com/2023-prize.html 
 

 

 

 

『漬物グランプリ』は日本人の食卓に欠かせない漬物の文化や価値を正しく伝え、健康促進にもつながる四季の

味として優れた商品を表彰するものです。会場内では 2023年度のノミネート商品をパネル展示します。 

 

主催者特別セミナー 【聴講無料】 ファベックスゾーン 

惣菜・べんとうグランプリ 2023 授賞式／受賞商品展示・販売コーナー ファベックスゾーン 

漬物グランプリ 2023 ノミネート商品展示コーナー ファベックスゾーン 

https://www.souzai-bento.com/2023-prize.html
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編集部がセレクトした、この１年間の「注目の新製品」。 
【消費マインドを掴む 10つのカテゴリー】に分類して展示紹介します。 
 

１．  もう鍋もフライパンも洗わない生活へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・電子レンジで調理完結！食材をポイッと入れるだけ 

2.  禁断と背徳のおいしさ ついに手を染めてしまうあの味＜１＞・・・・・・バター!! バター!! バター!! バターーーー!! 

3.  禁断と背徳のおいしさ ついに手を染めてしまうあの味＜２＞・・・・・・甘～い♡ 癒やされの定番で疲れを吹っ飛ばす 

4.  話題性、ガチうまい、どうしてこうなった、まで多種多様・・・・・・・・・・・・・カップ麺業界は、湧き出る新発想でいっぱい 

5.  新しい健康系食品のカタチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現代人のカラダをいたわるのは、どんな食品？ 

6.  こんな“味変”、やっちゃっていいのかな？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・斬新なテイストで、未知の味わいに開眼を 

7.  ブランドの相乗効果を侮ってはイケナイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大型ブランドのコラボや活用で消費者の信頼を 

8.  あのブランドなら間違いないよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ロングセラーの横展開で、価値と潜在力を拡大 

9.  使い勝手を追求することでQOLもアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・消費者に寄りそう、便利なアイデアとパッケージ 

10. 既存のカテゴリーにしばられては、アイデアは枯渇・・・・・・・・・・・・・・・・・・ありそうでなかった！ もっと自由に食べる提案 
 

 

 
 

食品トレンドリサーチの世界大手 Innova Marketing Insightsが世界から集めた、いま知っておくべき最新

トレンドと商品開発、マーケティングのアイデアをご紹介します。 
 

 

 

 
 

日本食糧新聞社が制定する『第２６回外食産業貢献賞』の受賞企業１６社の商品を一堂に紹介します。 

 
 

＜受賞企業・商品一覧＞ 

https://info.nissyoku.co.jp/modules/general/view.php?id=3335 
 

 

 

 

 

 

 

噛むこと、飲みこむことが難しい方々の食品だけでなく、低栄養の予防につながる食品、日々の生活をより快適

にする食品として、幅広い方々にご利用いただけるよう、介護食品の品質向上、介護食品市場の拡大を目的とし

て、日本国内で販売されている介護食品もしくは同様の機能性を持つ食品を広く募集し厳正な審査の上、優れ

た商品を表彰しています。会場内の展示コーナーでは受賞した商品のパネル展示を行います。 
 

＜受賞商品一覧 （日本食糧新聞 介護食品・スマイルケア食特集）＞ 

https://news.nissyoku.co.jp/carefood  

INNOVAグローバルトレンドゾーン ファベックスゾーン 

日本食糧新聞社 「食品新製品トレンド」厳選！ 注目の新製品コーナー ファベックスゾーン 

 

日本食糧新聞社 業務用加工食品ヒット賞/外食産業貢献賞 受賞商品展示コーナー  ファベックスゾーン 

 

第８回 介護食品・スマイルケア食コンクール 受賞商品展示コーナー ファベックスゾーン 

 

＜評価基準＞ 

（1）外食産業全般（外食、中食、給食）への活

性化総合貢献力を発揮したもの 

（2）国産農畜水産物等の普及拡大に貢献した

もの 

（3）外食産業の発展に向け特に新価値を創造

したもの 

（4）所属分野（市場）で先駆的かつ献身的な役

割を継続して果たしたもの 

（5）話題性に富み新しいニーズを促進しヒッ

トしたもの 

（6）行政等との連携により著しく社会貢献が

あったもの 

（7）時局に対応し著しく社会貢献があったもの 

（8）次世代型ビジネスの発見・開拓性に優れ

たもの 

https://info.nissyoku.co.jp/modules/general/view.php?id=3335
https://news.nissyoku.co.jp/carefood
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◆ 4月 12日（水）～14日（金） 

お米に関する各分野のプロフェッショナルが登壇します！ 

（取材の場合はセミナー受付にてお申し出ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

新たな米の食文化を伝える、米粉料理の第一人者「大塚せつ子」氏による調理実演ライブを行います。 

健康を考えた美味しいグルテンフリーの料理をご試食いただけます。           （予約不要・当日参加） 
 

＜スケジュール＞プレゼンテーション時間（３日間共通） 

◆11：00～  お好み焼き 

◆13：00～  米粉パン 

◆１５:00～  パウンドケーキ 
 

 

 

 

◆ 競  技：４月 12日（水）・13日（木） 

◆ 表彰式：４月 13日（木）１５：００～ 

パティスリー、ホテル、レストランなど、製菓や調理等に関わるプロによる一皿の中にグラス（氷菓）を組み入れた

デセールの腕を競うコンテストです。組み合わせのバランスはもちろん、独創性やデザイン性をいかに表現する

かも評価の対象となります。 

また今年はデザート・スイーツ＆ベーカリー展開催 20 回を記念して、新たに「ガストロノミー･ジェラート」が課題

に加わりました。 

新時代のアシエットデセールにご期待ください！ 
（主催：（協）全日本洋菓子工業会、日本食糧新聞社 ／ 特別協賛：カルピジャーニ・ジャパン(株) ／ 協賛：日仏商事(株)） 

 
＜出場選手＞   ※氏名・所属（敬称略） 

Ａグループ／４月 12日（水）  競技時間  ９：３０～１２：１５                           

金子 竜帆   パレスホテル東京 

土脇 元文 東京エディション虎ノ門 

王 師都 FARO 

大和田 将希 クリオロ   

Ｂグループ／４月 12日（水）  競技時間  １４：００～１６：４５                         

宮本  悠 グランドニッコー東京台場 

渡部 慶子 キンプトン新宿 東京 

日和  優 東京エディション虎ノ門 

福島 洋子 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 
  

Ｃグループ／４月 13日（木）  競技時間  10：00～12：45                       

南   勇貴 ザ・サウザンド京都 

山本 桃歌 ホテルグランヴィア大阪 

中野 克浩 MOGU Kyoto 

橋爪 里奈 ザ･リッツ･カールトン大阪 

 

 

第 16回 グラス（氷菓）を使った アシエットデセール・コンテスト デザートゾーン 

お米未来展 特別セミナー お米未来展ゾーン 

お米未来展 実演コーナー お米未来展ゾーン 
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◆ 競 技：４月 14日（金） ９：００～１４：００ 

◆ 表彰式：４月 14日（金） １５：００～ 

タイムレース形式のコンクールへのステップとして、若きパティシエたちが技術研鑽を積みつつ、サステナブルな

業界の発展について考える機会を作ることを目的に開催します。実技・試食審査に加え、パティシエに求められ

る価値観の多様化に鑑み、特にフードロスの観点も評価のひとつになります。与えられた食材を無駄なく使い、

美味しい菓子製作を披露します。 

審査員には世界大会で経験を積んだパティシエのほか、パティスリーに造詣の深いインフルエンサーが特別審査

員として参加します。 
 

＜出場選手＞   ※氏名・所属（敬称略） 
 

４月 14日（金）  競技時間  ９：00～14：00                          

稲垣 知希 キンプトン東京新宿 

清田 祥吾 MONAGE SWEETS 

國友 康博 コンラッド東京 

染谷 直哉  パティスリー ラ・ローズ・ジャポネ 
 

＜審査員＞   ※氏名・所属（敬称略） 

川村英樹（審査委員長）、後藤順一、朝田晋平、望月完次郎、和泉光一、赤羽目健悟 

＜特別審査員＞ 

下井美奈子、菖本幸子、並木麻輝子、平岩理緒、Chico 

 

 
 

 

専門性に優れた多彩な情報と提案を発信します ！     （取材の場合はセミナー受付にてお申し出ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界が注目するラテアートの頂上決戦が３年ぶりに開催！ 

国内外から注目のバリスタが集結し、ラテアートの技術を競

います。 

出場者、トーナメント表につきましては一般社団法人日本ラ

テアート協会の公式Webサイトをご覧ください。 

https://latteart.or.jp/ 

 
 

 

 

カフェシーンを牽引する有名バリスタが、パンやスイーツにマッ

チするコーヒーについて熱く語ります。菓子店、ベーカリー店、

カフェ経営者に知って欲しい情報が満載です！ 

（予約不要・取材の場合はスタッフにお声がけください） 
 

 

 

 

 

 

 

カフェ関連商材が一堂に集結する「東京コーヒーストリート」を初開催します。

フリーポアー・ラテアート・グランプリ大会会場内と、目の前にエリアにて出展

社が揃います。 

プレゼンテーションステージ 

 

デザートゾーン 

ファーストトライアルコンペティション 2023 

 

デザートゾーン 

フリーポアー・ラテアート・グランプリ東京 2023 

 

カフェ＆ドリンク EXPO 

カフェ＆ドリンク EXPO セミナーコーナー 

 

カフェ＆ドリンク EXPO 

東京コーヒーストリート 

 

カフェ＆ドリンク EXPO 

https://latteart.or.jp/
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＜開 催 概 要＞ 

１．名    称  ：  FABEX 東京2023 （以下3展総称） 

  第26回 ファベックス2023 

  第20回 デザート・スイーツ＆ベーカリー展（併催：カフェ＆ドリンクExpo） 

 第２回  お米未来展２０２３ 
  

２．主    催  ：  日本食糧新聞社（ファベックス、デザート・スイーツ＆ベーカリー展、お米未来展） 

 協同組合全日本洋菓子工業会（デザート・スイーツ＆ベーカリー展） 

   共    催  ：  一般社団法人日本惣菜協会（ファベックス） 

 全国和菓子協会（デザート・スイーツ＆ベーカリー展） 

 全日本パン協同組合連合会（デザート・スイーツ＆ベーカリー展） 

特別協力 ： リテイルベーカリー協同組合（デザート・スイーツ＆ベーカリー展） 

イベント協力： 一般社団法人日本ラテアート協会（デザート・スイーツ＆ベーカリー展） 
 

３．目    的  ：  業務用の食材・資材を供給するメーカー、並びに容器包装・衛生・厨房・販促物などを扱う業者が一

堂に集まり、需用者である惣菜業者・外食業者・デパート・スーパー・ＣＶＳ・ホテル関係者などに向け

て、新しい技術とメニューなどを提案する。業界全体の拡大発展や省エネ・効率性、健全発展のため

の考えを広く中食・外食業界に紹介する。 
 

４．会    期  ：  2023年4月1２日(水)～2023年4月1４日(金) 10:00～17:00 
  

５．会    場  ： 東京ビッグサイト（東京国際展示棟） 東展示棟４～６ホール（住所：東京都江東区有明3-10-1） 
  

6．入 場 料  ：  5,000円（税込） ※事前来場登録者、招待状持参者は無料 

 ※商談を目的とした業界関係者向けの専門展示会です。一般の方のご入場は出来ません。 
 

7．同時開催  ：  「第 11回 食品＆飲料OEM Eｘｐｏ」（主催：日本食糧新聞社、共催：月刊食品工場長） 

合同開催  ：  「ISM Japan2023国際菓子専門見本市」「ワイン＆グルメジャパン／powered by ProWein」（主催：ケルンメッセ）  

  「2023麺産業展～そば・うどん～」（主催：麺産業展実行委員会） 

「プレミアム・フードショー」（主催：プレミアム・フードショー実行委員会） 
  

8．後    援  ： ・FABEX東京２０２３（第 26回 ファベックス 2023、第 20回 デザート・スイーツ＆ベーカリー展、第２回 お米未来展）： 

 農林水産省／厚生労働省／東京都／独立行政法人日本貿易振興機構／一般財団法人食品産業センター  

・第 26 回 ファベックス２０２３：公益社団法人日本べんとう振興協会／一般社団法人日本スーパー

マーケット協会／公益社団法人日本炊飯協会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団法

人日本給食サービス協会／公益社団法人日本メディカル給食協会／一般社団法人日本鉄道構内営

業中央会／一般社団法人全日本・食学会 

・お米未来展２０２３：公益財団法人医食同源生薬研究財団／一般社団法人機能性健康米協会／一

般社団法人高機能玄米協会／全国穀類工業協同組合／全国米穀販売事業共済協同組合／日本米

粉協会／一般社団法人日本雑穀協会／公益社団法人日本炊飯協会／特定非営利活動法人日本米

飯管理士協会／NPO法人農産物加工協会／一般社団法人防災安全協会／メディカルライス協会 
  

9．協    力  ： 関連団体 97団体 
 

10．出展対象 ： 食品・調味料メーカー／海外及び国内の生鮮食材生産者／食品卸売業／輸入商社／食品機械・包装

機械メーカー／容器・包装・資材メーカー／厨房・調理機メーカー／ショーケース・販売機器メーカー

／衛生・検査機器メーカー／通信・情報機器メーカー／配送・物流機器メーカー／ 情報システムベン

ダー／e-マーケットプレイス など 

以  上 
 

 

 取材・プレス登録について  

※プレス専用 事前来場登録（事前来場登録ページの上部に入口がございます） 

https://form.run/@fabextokyo-entry-press 

こちらにご登録の上、事務局からの返信メールをコピーし、名刺２枚と共に「プレス受付」までお持ちください。 

事前登録がない場合でも、当日のプレス受付で入場登録を承ります（登録用紙への記載と名刺２枚を頂戴します） 

 

 FABEX東京 2023の詳細について  

FABEX東京公式Webサイトにて出展社情報や最新イベント情報等を更新しています。 

公式Webサイト https://www.fabex.jp/ 

会場案内MAP  https://www.fabex.jp/news/FABEX2023_MAP.html 

資料ダウンロード https://www.fabex.jp/download/index.html     

 

 

 

【リリースに関するお問い合わせ先】 

〒104-0022東京都中央区八丁堀 2-14-4 ヤブ原ビル 6階 

日本食糧新聞社 展示会事業部 

TEL03-3537-1077／EMAIL bs@nissyoku.co.jp （担当：貝瀬） 

https://form.run/@fabextokyo-entry-press
https://www.fabex.jp/
https://www.fabex.jp/news/FABEX2023_MAP.html
https://www.fabex.jp/download/index.html　
mailto:bs@nissyoku.co.jp

