ifia JAPAN 2018 & HFE JAPAN 2018
入場（￥3,000）が無料となる来場事前登録は、公式サイトにて会期中も受付中！！

http://www.ifiajapan.com/

報道関係者各位
2018 年 5 月 15 日

プレスリリース
ifia JAPAN 2018 - 第 23 回国際食品素材/添加物展・会議
HFE JAPAN 2018 - 第 16 回ヘルスフードエキスポ
良食体健（りょうしょくたいけん）～毎日に「おいしい」出会いを～
5 月 16 日(水)～18 日(金)東京ビッグサイト東 1・2 ホールにていよいよ開幕‼
出展規模 359 社・団体、33,000 人の来場予定
株式会社食品化学新聞社（東京都千代田区、代表取締役社長・川添辰幸）は、来る 2018 年 5 月 16 日(水)
～18 日(金)の 3 日間、東京ビッグサイト東 1・2 ホールにおきまして、第 23 回国際食品素材／添加物展・
会議、および第 16 回ヘルスフードエキスポを開催致します。開催直前情報といたしまして下記に開会式な
らびに展示会・セミナー情報をご案内させていただきます。ご多忙とは存じますが、是非ともご来場いただ
ければ大変幸甚です。
☆報道関係の皆様は、展示会の申込登録は不要です。（会場受付にて名刺をご提示ください）
是非、貴紙誌への記事掲載を賜りますよう、ここにお願い申し上げます。
会場風景などの画像もご提供させていただきますので、お気軽に事務局までご連絡ください。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆開会式のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
会期初日に東 2 ホール前にて開会式を開催いたします。ぜひご参加いただけますようお願いいたします。
日時：2018 年 5 月 16 日(水) 9：40～9：56
会場：東京ビッグサイト東 2 ホール前
1. 来賓あいさつ(9：40～)
厚生労働省 医薬・生活衛生局 食品基準審査課 課長 関野 秀人／農林水産省 食料産業局 食品製造課 食
品第 3 班 課長補佐 五十嵐 勝彦／経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長補佐 山
本 宣行
2. 開会宣言(9：50～)
株式会社食品化学新聞社 代表取締役社長 川添 辰幸
3. 紹介・テープカット(9：51～)
厚生労働省 医薬・生活衛生局 食品基準審査課 課長 関野 秀人／農林水産省 食料産業局 食品製造課 食
品第 3 班 課長補佐 五十嵐 勝彦／経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長補佐 山
本 宣行／一般社団法人日本食品添加物協会 上田要一専務理事／一般財団法人食品産業センター 花澤
達夫専務理事／中国食品添加剤素材協会 副秘書長 孫瑾（Sun Jing）女史／韓国食品産業協会 Korea Food
Industry Association, Executive Vice Chairman, Lee, Kwang-Ho, Ph.D.／駐日欧州連合代表部 通商・
経済部 メルヴィ・カーロス参事官／公益財団法人日本健康・栄養食品協会 永留佳明／株式会社食品化
学新聞社 代表取締役社長 川添辰幸

ifia/HFE JAPAN 2018 開催概要
ifia JAPAN は、食品素材・添加物の国内唯一の専門展示会として 1996 年に第 1 回目を開催以降、今年で
23 回目を迎えることとなりました。本展示会は、日頃の営業活動では手の届きにくい潜在顧客の開拓や既
存顧客への効率的な営業活動として、また新製品を通じた食品業界のプロに対するプレマーケティングの場
としてご活用いただいております。
HFE JAPAN は健康食品・機能性素材に特化した展示会として、健康食品・栄養食品メーカーをはじめ、医
療や健康志向の高い一般食品メーカーまで幅広く注目を集める展示会として成長しております。
2018 年は、
『良食体健（りょうしょくたいけん） ～毎日に「おいしい」出会いを～』を ifia と HFE
の共通テーマに掲げ、食品開発・製造および食品の健康機能に関わる最新情報を発信していきます。
ifia/HFE JAPAN は第 1 回から一貫して「明日の食を創造する技術者の祭典」をテーマに掲げています。
「製品力」は、それを具現化するキーワードです。各社が長年蓄積してきた確かな技術と品質に裏打ちされ
た製品の底力が、日本をはじめ世界の食品製造を支えています。各社が培う技術力と開発力により、高品質
な商品開発が可能となります。それが「製品力」であり、その「製品力」が日本の経済を活発化し、日本を
食から元気にするものと考えています。各社の安全・安心な食品素材・原料を基にアプリケーション開発技
術が加わり、「おいしさ」
「健康」
「安全」が実現します。ifia/HFE JAPAN から発信された製品・技術が食品
産業および健康食品産業の健全な発展を促し、さらなる産業の活性化がなされるものと確信しております。
今年は、ifia と HFE を合わせた展示規模が 359 社・674 小間、来場予定者数は 33,000 名を予定しており
ます。
また、特別企画では、2018 年のテーマでもあります、良食体健（りょうしょくたいけん）ゾーン（腸内
改善コーナー、トータルビューティーコーナー、健康スポーツ素材コーナー）、味と香りの提案ゾーン（試
食ゾーン）、海外進出応援ゾーン、毎年好評を頂いている、食の安全科学ゾーンなど、業界のトレンドを反
映した企画を多数実施し、原材料・機能性素材サプライヤーと食品メーカーを中心としたユーザーにとって、
実用的な商談の場を提供します。
食品業界の最新の製品、技術、情報が集約する場となる本展示会につきまして、是非、貴紙誌への記事掲
載を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
名称

：ifia

JAPAN（アイフィア

ジャパン）2018 -

HFE JAPAN（エイチエフイー
会期

：2018

会場

：東京ビッグサイト

主催

：株式会社食品化学新聞社

事務局

：株式会社日経ピーアール

第 23 回 国際食品素材/添加物展・会議

ジャパン）2018 - 第 16 回 ヘルスフードエキスポ

年 5 月 16 日（水）～5 月 18 日（金）

10:00～17:00

東 1・2 ホールおよび会議棟

来場者数：33,000 人（予定）
後援機関：厚生労働省／農林水産省／経済産業省／消費者庁／内閣府

食品安全委員会／東京都／独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）／ア

メリカ大使館／駐日欧州連合代表部／中国食品添加物協会／中国保健協会／韓国食品産業協会
後援団体：一般社団法人日本食品添加物協会／IFT ジャパンセクション／一般財団法人医療経済研究・社会保健福祉協会／一般社団法人菓子・食品
新素材技術センター／一般財団法人食品産業センター／一般社団法人新日本スーパーマーケット協会／一般社団法人全日本コーヒー協会／日本カ
ラメル工業会／公益財団法人日本健康・栄養食品協会／日本香料協会／日本香料工業会／一般社団法人日本食品安全協会／公益社団法人日本食品衛
生協会／日本食品化学学会／一般財団法人日本食品分析センター／公益社団法人日本通信販売協会／公益社団法人日本輸入食品安全推進協会／公
益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会／日本栄養・食糧学会ほか
協賛団体：AOAC インターナショナル日本セクション／英国食料環境研究庁／甘草工業懇話会／一般社団法人国際栄養食品協会／国際食品微生物規
格委員会／一般社団法人食感性コミュニケーションズ／一般社団法人食品安全検定協会／ステビア工業会／精糖工業会／一般社団法人全国清涼飲
料工業会／全国めん類衛生技術センター／特定非営利活動法人全日本健康自然食品協会／全日本スパイス協会／天然色素三色会／一般財団法人東
京顕微鏡院／公益財団法人 東京都農林水産振興財団（東京都立食品技術センター）／日本うま味調味料協会／日本エキス調味料協会／日本介護食
品協議会／日本かんすい工業会／一般財団法人ニッポンハム食の未来財団／公益社団法人日本技術士会 登録グループ 食品技術士センター／一般
社団法人日本健康食品規格協会／公益社団法人日本食品衛生学会／日本食品洗浄剤衛生協会／日本食品微生物学会／一般社団法人日本植物蛋白食
品協会／一般社団法人日本惣菜協会／一般社団法人日本即席食品工業協会／一般社団法人日本電解水協会／公益財団法人日本適合性認定協会／一
般社団法人日本乳業協会／日本マイコトキシン学会／日本マーガリン工業会／公益社団法人日本冷凍空調学会／国立研究開発法人
総合研究所／微酸性電解水協議会 ほか

農研機構食品

ifia/HFE JAPAN は、未来につながる「製品力」を応援し続けます。
2018 年度 テーマについて
良食体健（りょうしょくたいけん） ～毎日に「おいしい」出会いを～
良い食は心と体を健康へ導くとの思いから今回のタイトルを作成しました。
食品添加物・素材は、良い食を創造し体を健やかに保つ、食品の屋台骨となっております。
そうした素材が一堂に会する ifia HFE JAPAN は、日本を始め、世界各国の人々の豊かな食と健やかな生
活の基盤になると考えます。
～毎日に「おいしい」出会いを～
人は、毎日、食事をとることで健やかに活動していくことができます。そこに、「おいしい」との出会いが
あればとの思いでサブタイトルをつけました。
“良い食で健やかな生活を”おいしいとの出会うことで続けていけることにつながる展示会を目指します。
トータルビューティー

サプリメント企画

ソフトチュー（試作品）
まるごと美人堂が提案する美の３要素「動き」
「潤い」
「眠り」に「血管力」をプラスした「美の 3 要素プラ
ス１」に対応する機能性素材配合の４種類のチューインキャンディー（ソフトチュー）が登場！！
それぞれ１日６粒を摂取目安として処方しています。製造協力：ノザキ製菓㈱
出展項目別来場マップ冊子
展示会に来場し目的のブースを早く見つけたいとのご意見から各分野の会場マップを作成しました。
登録した出展社の位置、商品情報掲載したマップ冊子を 2017 年から当日会場にて配布しております。
「目的の企業を見つけやすい」
「会場を回るのに役立つ」といったご意見を数多く頂き 2018 年も作成決定い
たしました。
2017 年は①製菓・製パン②飲料・デザート③水産・食肉製品④受託加工⑤ハラール対応⑥機能性表示食品
対応素材⑦健康機能性原料の 7 種類会場マップ冊子を作成いたしました。
2018 年は、さらに、⑧お弁当・お惣菜・中食⑨スポーツニュートリション⑩介護・高齢者食を加え 10 項目
のマップ冊子を作成いたします。
2018 年度 出展企業のイチオシ製品が一目でわかる！
「わが社のイチオシ製品」企画
出展社が来場者に対し、自社製品をより効果的にアピールする手段として、各出展社には複数ある展示品
の中から１製品、各社がこれこそと思う「イチオシ製品」を自薦していただき、該当する展示物には全社共
通の“イチオシ！”ステッカーを掲示していただきます。また、当企画は、例年開催している“ifia/HFE JAPAN
アワード”と連動し、来場者・業界有識者の投票により“製品力賞”を選びます。
各出展社の「イチオシ製品」情報は、公式サイト上で随時更新されますので、公式サイトをご覧ください。
アワード受賞の種類：
 最優秀賞・・・出展社の中で、最も優れた製品・技術に選出された企業
 製品力賞（ifia/HFE）
・・・出展社の中でイチオシ製品に登録し特に優れた製品として選出された企業
 技術賞（ifia/HFE）
・・・出展社の中で、特に優れた技術（研究・開発）として選出された企業
 ベスト PR 賞（ifia/HFE）
・・・出展社の中で、最も優れたプロモーションを行っていた企業
 審査員特別賞・・・審査員からの強い推薦により、選ばれた企業
※上記のアワードは、来場者の投票により各賞が受賞されます。
＜本件に関するお問合せ先＞
記事掲載していただいた場合は掲載紙誌を１部お送りくださいますようお願い申し上げます。
ifia/HFE JAPAN 主催：株式会社食品化学新聞社
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-8 昭文館ビル
電話 03-3238-7520 FAX 03-3238-7898 メール ifia@foodchemicalnews.co.jp
展示会公式サイト>>>http://www.ifiajapan.com

