明日の食を創造するためのヒントがここに！

※講演タイトル、講師は2月1日現在のものであり予告なく変更になる場合がございます。
最新情報は随時公式サイトおよび食品化学新聞社の媒体にてご確認ください。

■主催者セミナー（セミナールーム）

各プログラムはコース単位でのお申込となります。
1セッションのみ受講をご希望の場合もコースでのお申込となりますことを予めご了承ください。
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IFTジャパンセクション2020講演会
「ヒトの健康と牛乳」

9：55▶10：00

10：40▶12：00

会長挨拶
講演①

10：00▶10：30

Ｉ
ＦＴ会長
東京大学 名誉教授

講演②

清水 誠

アメリカ乳製品輸出協会推薦 海外学識者

※詳細は WEB サイトをご確認下さい。

10：30▶10：55

毛細血管ケア推進の取組について
（仮）

10：55▶11：20

最新毛細血管研究と健康食品の効果検証

あっと㈱ 代表取締役

11：20▶11：45

肌のハリと毛細血管のかかわり

よみがえる毛細血管 今すぐできる血流アップ術
（仮）
赤澤 純代

理事長挨拶

日本ラクトフェリン学会理事長 北海道大学名誉教授

第14回国際ラクトフェリン学会参加報告①
名古屋市立大学 教授

第14回国際ラクトフェリン学会参加報告②
森永乳業㈱

終了

島崎 敬一
津田 洋幸

岩手大学 教授

13：00▶13：10
13：10▶14：00

14：00▶14：50

15：00▶15：40

【基調講演】
10：15▶11：05
クリーンラベルをこう使いこなせ！
〜食品企業が知っておくべき
世界のこと〜

サクシノグリカン-Jのユニークな特徴とその応用

11：50▶12：25

タマリンドガムの特徴と用途展開

13：20▶13：55

ペクチンの特徴と用途展開

13：55▶14：30

DSP五協フード＆ケミカル㈱

藤田 和宏

三晶㈱ 中央研究所 課長

芦田 竜也

大豆多糖類の食品への応用
（仮）

結晶セルロース製品
「セオラス®」
のご紹介と
その用途について

旭化成㈱ スペシャルティソリューション事業本部 添加材事業部
セオラス技術開発部 武村 翔太

15：40▶16：15

ゼラチンの特徴と用途展開

パンおいしさUPのための品質改良成分の活用法

16：15▶16：50

国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部長

佐藤 恭子

（一社）
日本パン技術研究所

伊賀 大八

うま味調味料の有用性
（仮）

食品ロス削減に貢献する食品添加物
（仮）

㈱キミカ 技術開発本部 本部長／取締役 常務執行役員

宮島 千尋

新田ゼラチン㈱

射庭 浩彰

伊那食品工業㈱ 研究開発部 課長

11：05▶11：50

11：55▶12：20

香料の有用性

日本香料工業会
（ジボダン・ジャパン㈱）

パネルディスカッション

座長：日本香料工業会

三栄源エフ・エフ・アイ㈱ 西野 雅之
会長挨拶
食品分野におけるカロテノイドの利用
三栄源エフ・エフ・アイ㈱ 第四事業部 エマルション研究室

食品に含有されるカロテノイドと調理

佐藤 良

神奈川工科大学 健康医療科学部・管理栄養学科・准教授、
管理栄養士／博士
（学術） 大澤 絢子

14：25▶14：35
14：35▶15：25

15：25▶16：05

事前申込料金：3,000円／当日申込料金：5,000円
共催：ブドウ由来レスベラトロール協会
13：00▶14：00

休憩
カロテノイドの神秘
（光合成における役割と光機能）
関西学院大学 理工学部・教授
（大阪市立大学・名誉教授）

橋本 秀樹

アスタリール㈱ グローバル営業本部付 兼 原料営業部 担当部長

松本 陽一

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 事務局長

13：50▶14：50

免疫を作用機序とした機能性表示の方法

㈱TTC 代表取締役社長

15：00▶16：00

14：00▶15：30

16：00▶17：00

次期健康医療戦略と機能性表示食品

オレキシンの生理作用―睡眠・覚醒の役割を中心に
筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 教授

9：30▶10：20

櫻井 武

機能性素材マーケティングセミナー

13：00▶16：30

第一部：グローバルトレンド大棚卸し

㈱グローバルニュートリショングループ 代表取締役

武田 猛

第二部：
トレンドの勝ち筋をつかむ！
機能性食品・素材マーケティングの方程式
㈱インテグレート 代表取締役CEO

第三部：ゲスト講演
第四部：パネルディスカッション

藤田 康人

10：20▶10：50

12：50▶13：00
13：00▶13：50

4/24
（金）

13：40▶14：20

14：30▶15：10

日本新薬㈱

【 ONE TEAM 】
信頼と愛情のサイエンス

15：50▶16：00

【動体視力を守る】
糖化ストレスと眼球機能
（仮題）
理事長閉会挨拶

10：40▶11：25

辻 智子

前嶋 一宏

筑波大学 医学部眼科学

山本 靖彦

事前申込料金：3,000円／当日申込料金：5,000円
13：00▶13：10

座長挨拶
日本の酒類の現状と未来
（仮）

山梨大学

独立行政法人酒類総合研究所 理事長

14：00▶14：50

国産ワインのおいしさ研究
（仮）

佐藤 充克
後藤 奈美

山梨大学ワイン科学研究センター センター長 教授

加治 優一

15：00▶15：50

酒類添加物の動向
〜ワイン添加物の動向を中心に〜
（仮）
クラフトビールの世界と魅力

㈱協同商事コエドブルワリー 代表取締役

奥田 徹

川上 晃

朝霧 重治

浜本 哲郎

質疑応答
閉会挨拶

日本食品微生物学会 代表

工藤 麻美

東京都栄養士会会長 緑風荘病院栄養室 運営顧問

西村 一弘

パラチノースの有効活用

おいしい介護食を簡単に
〜多糖類
「ケルコゲルDGA」
のご紹介〜

4/22
（水） 2

ミートアナログ開発に於ける食物繊維・セルロース製剤の役割

阿久津 一寛

13：00▶13：45

美味しい減塩食普及へのポピュレーションアプローチ かるしお認定制度 の現況2020

13：45▶14：35

塩味エンハンス効果を可視化する味覚センサの開発

国立循環器病研究センター かるしお事業推進室長

赤川 英毅

16：30▶16：50
17：00▶18：00

3

乳由来たんぱく質は、スポーツ関連商品のみならず、子供向けから
女性の体重管理、
また高齢者の健康維持など多方面の商品に愛用
されています。米国では供給の安定性や環境への影響なども重要
視されるようになりました。
「質」
の違いや
「サステナビリティ」
まで、
米国市場におけるトレンドについても解説をします。

13：35▶13：50
13：55▶14：10
14：15▶14：30
14：35▶14：50
14：55▶15：10
15：15▶15：30
15：35▶15：50

※詳細は WEB サイトをご確認下さい。

林 宜慶

12：30▶12：45

11：15▶11：30

懇親会

12：50▶13：05

1

14：00▶14：40

事前申込料金：3,000円／当日申込料金：5,000円

抗糖化を呼び起こす若返りホルモン
「オステオカルシン」

福岡歯科大学 客員教授

平田 雅人

美と健康を支える食品素材の可能性
（講師調整中）
美容・ホルモン系素材技術紹介

令和食 、美しい（令）バランス（和）食で健康寿命は自分で延ばせる
幸男
真理

質問・ディスカッション
「おいしい減塩食の実現に向けて」
交流会

15：20▶16：20

ＡＳＥＡＮの機能性表示の潮流

13：50▶14：05
14：30▶14：45
14：55▶15：10

森下 竜一

タイのおける食品法改正と機能性表示食品制度

Jiraratana Thesasilpa

消費者庁 食品表示企画課課長

13：30▶13：45
14：10▶14：25

15：15▶15：30

一般社団法人 健康食品産業協議会 会長 橋本 正史
ご挨拶
基調講演
「機能性表示食品制度の将来性」
（仮題）

日本の機能性食品と表示制度

13：10▶13：25

五十嵐 麻衣子

15：35▶15：50
11：00▶11：15

4/23
（木）

11：20▶11：35
11：40▶11：55
12：00▶12：15
12：20▶12：35
12：40▶12：55

2

13：00▶13：15
13：20▶13：35
13：40▶13：55

橋本 正史

14：00▶14：15

司会：大阪大学大学院 森下 竜一
パネリスト：消費者庁食品表示企画課課長 五十嵐 麻衣子／
健康食品産業協議会会長 橋本 正史
他数人登壇予定

14：55▶15：10

パネルディスカッション

健康食品産業協議会 会長

事前登録の方法
iﬁa/HFE JAPAN2020のウェブサイト（https://www.iﬁajapan.com/）
の来場者ページ「主催者企画ページ・出展社プレゼンテーション」から事
前登録を行ってください。
お申し込み後、有料の場合には請求書とセミナー受講票を、無料の場合は
セミナー受講票のみをご登録先宛にお送りします。
受講票は当日セミナー会場にご入場の際にご提示いただきます。受講票の再
登録は行っておりませんので大切に保管し、当日忘れずにお持ちください。
※WEBサイトからの事前登録は4月13日
（月）
23：59までとなります。
問合せ先：㈱食品化学新聞社
セミナー受講登録に関するお問合せ：濱田（TEL：03-3238-7818）まで
セミナー内容に関するお問合せ：関連事業統括部（TEL：03-3238-7550）まで

14：20▶14：50
15：15▶15：30
15：35▶15：50
15：55▶16：10
13：10▶13：25
13：30▶13：45

3

13：50▶14：05
14：30▶14：45
14：50▶15：20
15：25▶15：40
15：45▶16：00
11：00▶11：15
11：20▶11：50
11：55▶12：10
12：45▶13：15

1

13：20▶13：35
13：40▶13：55
14：00▶14：15
14：30▶14：45

【2020年2月1日現在】※一部変更の可能性がございます。

アークレイグループ からだサポート研究所／株式会社RDサポート／株式会社IHM／ICS-net株式会社／株式会社アイメックRD／秋田銘醸株式会社／旭化成株式会社／アサヒ物産株式会社／味の素株式会社／アジレント・テクノロジー株式会社／アスタリール株式会社／アダプトゲン製薬株式会社／アヅマックス株式会社／
アピ株式会社／天野エンザイム株式会社／アメリカ乳製品輸出協会
（USDEC）
／アルファ・モス・ジャパン株式会社／株式会社アントンパール・ジャパン／株式会社安評センター／イカリ消毒株式会社／イズミ食品株式会社／ITALGELATINE S.p.A／井手矢倉通商合同会社／伊那食品工業株式会社／Innova Market Insights
／井村屋フーズ株式会社／国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物資源研究センター／イワキ株式会社／INHOP株式会社／イングレディオン・ジャパン株式会社／ヴィディヤジャパン株式会社／一般社団法人ウェルネスフード推進協会／英国FERA Science.,LTD（株式会社セントラル科学貿易）／エイチ
ビィアイ株式会社／AAK・ミヨシジャパン株式会社／AOAC INTERNATIONAL JAPAN SECTION／エー・ディー・エム・ジャパン株式会社／株式会社エクシード／MSC CO.,LTD.／大阪ガスリキッド株式会社／地方独立行政法人大阪産業技術研究所／株式会社オムニカ／雄山株式会社／オリザ油化株式会社／オルガノ
フードテック株式会社／花王株式会社／一般社団法人菓子・食品新素材技術センター／株式会社カネカ／カプスゲル・ジャパン株式会社／亀田製菓株式会社／甘草工業懇話会／関東化学株式会社／キッコーマン食品株式会社／キッコーマンバイオケミファ株式会社／一般財団法人機能水研究振興財団／株式会社きのした／株
式会社キミカ／キユーピー醸造株式会社／グランビアジャパン株式会社／Grow Nutricrops International／KRITI NUTRIENTS LIMITED／有限会社ケイ・イー・アイ／月刊HACCP
（株式会社鶏卵肉情報センター）
／ゲルハルトジャパン株式会社／興研株式会社／神戸化成株式会社／株式会社光洋商会／興和株式会社／株式
会社コーセーフーズ／コービオンジャパン株式会社／ゴールデンケリーパテント香料株式会社／株式会社コスモ／コンビ株式会社／有限会社サービステックジャパン／佐藤食品工業株式会社／サナテックシード株式会社／株式会社サビンサ・ジャパン・コーポレーション／Samyang corporation／サラヤ株式会社／三栄源
エフ・エフ・アイ株式会社／サンエイ糖化株式会社／三晶株式会社／三生医薬株式会社／サンスウィート・インターナショナル／サンブライト株式会社／株式会社サン・メディカ／三和酒類株式会社／三和澱粉工業株式会社／Jiaherb, Inc.／株式会社GＥウェルネス／CEM Japan株式会社／CBC株式会社／株式会社CBD／
JNC株式会社／株式会社ジェヌインR&D／Gerald McDonald Asia株式会社／ジェリータジャパン株式会社／シグマアルドリッチジャパン合同会社／JASIS2020
（一般社団法人日本分析機器工業会）
／上海青瑞食品科技有限公司／上越スターチ株式会社／株式会社松鶴園／昭光通商株式会社／一般社団法人食品安全検定協会
／一般財団法人食品分析開発センターSUNATEC／信越化学工業株式会社／信州大学／信州中野商工会議所／進誠産業株式会社／株式会社新薬リサーチセンター／SKY HERB／ステビア工業会／スリープウェル株式会社／株式会社西部技研／星和株式会社／星和貿易（上海）有限公司／星印（厦門）食品有限公司／セティ株式会
社／ゼライス株式会社／セラミド研究会／セルマーク・ジャパン株式会社／仙味エキス株式会社／陝西富捷薬業有限公司／曽田香料株式会社／SOBOL株式会社／大正製薬株式会社／株式会社タイショーテクノス／大日本印刷株式会社／太平化学産業株式会社／大和製罐株式会社／宝酒造株式会社／谷神日本株式会社／WLJ
／ダンフーズ株式会社／独立行政法人中小企業基盤整備機構／千代田商工株式会社／辻製油株式会社／ツルヤ化成工業株式会社／株式会社ティーエストレーディング／DSP五協フード＆ケミカル株式会社／株式会社TTC／DSMフードスペシャリティーズ／テート＆ライルジャパン株式会社／デュポンニュートリション&バ
イオサイエンス／株式会社デリコ／一般財団法人東京顕微鏡院／東京サラヤ株式会社／東京信和商事株式会社／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／東洋サイエンス株式会社／株式会社東洋新薬／東洋精糖株式会社／株式会社常磐植物化学研究所／栃木県産業技術センター／富山産業株式会社
／ナガセケムテックス株式会社／長瀬産業株式会社／中野ＢＣ株式会社／株式会社南山園／西巻印刷株式会社／株式会社ニチレイフーズ／日香化成株式会社／日成共益株式会社／新田ゼラチン株式会社／日本新薬株式会社／公益財団法人ニッポンハム食の未来財団／日本アドバンストアグリ株式会社／日本エキス調味料協会
／日本カロテノイド懇話会／日本食品化学学会／公益社団法人日本食品衛生協会／一般社団法人日本食品添加物協会／一般財団法人日本食品分析センター／一般社団法人日本植物蛋白食品協会／公益財団法人日本適合性認定協会／一般社団法人日本電解水協会／日本ノヴェリカ株式会社／日本バイオコン株式会社／日本ビ
オファック株式会社／日本食品微生物学会／公益社団法人日本べんとう振興協会／公益社団法人日本輸入食品安全推進協会／日本ラクトフェリン学会／株式会社NeU／国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門／株式会社バイオクロマト／バイオスプリンガー／伯方塩業株式会社／株式会社HACCP
ジャパン／ProDigest／林兼産業株式会社／株式会社林原／Hawaii Department of Agriculture／株式会社ビオック／ビオメリュー・ジャパン株式会社／ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社／株式会社樋口商会／微酸性電解水協議会／備前化成株式会社／株式会社ファスマック／ファンクショナルフー
ド学会／フード・フォラム・つくば／富士食品工業株式会社／フジメディカル出版／フタムラ化学株式会社／物産フードサイエンス株式会社／Prinova／ブルーメジバイオテクノロジー／フレーバーコンサルタンツ／株式会社プロアシスト／株式会社ボニト食品／POLYPAN Group S.A.／マイクロフーズジャパン株式会社
／株式会社マツモト交商／マリン･サイエンス株式会社／株式会社マリンテクノス／丸善食品工業株式会社／三井製糖株式会社／三井物産株式会社／三菱ガス化学株式会社／三菱商事ライフサイエンス株式会社／株式会社ミライ化成／株式会社明菱／メディエンス株式会社／森下仁丹株式会社／ヤマサ醤油株式会社／ユーロ
フィン・エコプロリサーチ株式会社／ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング株式会社／横浜油脂工業株式会社／横山食品株式会社／株式会社ライフ食品研究所／理研ビタミン株式会社／立業貿易股份有限公司／立派食品企業股份有限公司／株式会社龍泉堂／一般財団法人流通システム開発センター／レッテ
（集团）
有限公司／青岛聚大洋藻业集团有限公司／烟台恒源生物股份有限公司／河南金丹乳酸科技股份有限公司／宁
ンマイヤージャパン株式会社／ロンザ株式会社／ロンザジャパン株式会社／中国食品添加剂和配料协会／丰原生物化学股份有限公司／金乡县金得利食品有限公司／梅花生物科技集团股份有限公司／重庆川东化工
夏启元药业有限公司／毕尔锐思生物技术
（北京）
有限公司／安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司／安徽华恒生物科技股份有限公司／上海得朗国际贸易有限公司山东三元生物科技股份有限公司／河南正通食品科技有限公司／郑州拓洋实业有限公司／宁波希诺亚海洋生物科技有限公司／无锡金丽洁国际贸易有限公司／青岛海之林生物科
技开发有限公司／安徽中草香料股份有限公司／海南华研胶原科技股份有限公司／泰安泰山亚细亚食品有限公司／釜研医药
（河南）
有限公司／江苏科伦多食品配料有限公司／黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司／安徽雪郎生物科技股份有限公司／山东圣香远生物科技有限公司／湖南新鸿鹰生物工程有限公司／上海弘昊化工有限公
司／ 安徽兴宙医药食品有限公司／山东大树达孚特膳食品有限公司／江苏振亚生物科技有限公司／武汉有机实业股份有限公司／山东联盟国际贸易有限公司／中粮生物科技股份有限公司／广州合诚三先生物科技有限公司／山西原生肽科技有限公司／九州通医药集团股份有限公司／南通奥凯生物技术开发有限公司／Ametis JSC

■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 （順不同）
■後援団体：IFTジャパンセクション／一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会／一般
社団法人菓子・食品新素材技術センター／公益財団法人川崎市スポーツ協会／一般財団法人食
品産業センター／一般社団法人全国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／公益社団法人日本栄養・食糧学会／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／公益社団法人日本輸入食品安全推進協会／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／一般社団法人日
本食品添加物協会／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
益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 （順不同）
■協賛団体：AOAC INTERNATIONAL 日本セクション／英国食料環境研究庁／甘草工業懇話会
／一般財団法人機能水研究振興財団／一般社団法人国際栄養食品協会／一般社団法人食品安全検
定協会／一般社団法人食感性コミュニケーションズ／ステビア工業会／精糖工業会／一般社団法
人全国清涼飲料連合会／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）
／公益社団法人日本食品衛生学会／公益財団法人
ニッポンハム食の未来財団／日本エキス調味料協会／日本うま味調味料協会／日本介護食品協議会
／日本かんすい工業会／公益社団法人日本技術士会 登録 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／日本酵素協会／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／公益財団法人日本適合性認定
協会／一般社団法人日本電解水協会／一般社団法人日本乳業協会／日本マーガリン工業会／日本マ
イコトキシン学会／日本ラクトフェリン学会／公益社団法人日本冷凍空調学会／公益社団法人日本
べんとう振興協会／国立研究開発法人農研機構食品研究部門／微酸性電解水協議会 （順不同）
申請中を含む

14：50▶15：05
15：10▶15：25
15：30▶15：45
11：00▶11：15
11：20▶11：35
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11：40▶11：55
13：00▶13：15
13：20▶13：35
13：40▶13：55
14：00▶14：15
14：20▶14：35
14：40▶14：55
15：00▶15：15
15：20▶15：35
15：40▶15：55

講演企業
サンブライト㈱

キッコーマン食品
旭化成㈱
イングレディオン・ジャパン㈱
三栄源エフ・エフ・アイ㈱
備前化成㈱
ロンザ㈱/カプスゲル・ジャパン㈱
Samyang Corporation
DSP五協フード＆ケミカル㈱
興和㈱
三菱ガス化学㈱
オリザ油化㈱
㈱TTC
DSM㈱
㈱TTC
富士食品㈱
アークレイグレープ からだサポート研究所
㈱TTC
オリザ油化㈱
アダプトゲン製薬㈱
天野エンザイム㈱
アスタリール㈱
（一財）
日本食品分析センター
ジェリータジャパン㈱
イカリ消毒㈱/興研㈱
㈱GEウェルネス
スリープウェル㈱
富山産業㈱
サンブライト㈱
物産フードサイエンス㈱
三生医薬㈱
太平化学産業㈱

青岛聚大洋藻业集团有限公司
梅花生物科技集团股份有限公司
【China Day】 河南金丹乳酸科技股份有限公司
【China Day】 アンジェル酵母有限公司

イングレディオン・ジャパン㈱
サンブライト㈱
Samyang Corporation
オリザ油化㈱
備前化成㈱
キッコーマン食品㈱
三和酒類㈱
DSP五協フード＆ケミカル㈱
㈱常磐植物化学研究所
日本アドバンストアグリ㈱
三栄源エフ・エフ・アイ㈱
オリザ油化㈱
アークレイグレープ からだサポート研究所
天野エンザイム㈱
ジェリータジャパン㈱
旭化成㈱
オルガノフードテック㈱
富士食品㈱
三菱ガス化学㈱
㈱サビンサジャパン・コーポレーション
ロンザ㈱/カプスゲル・ジャパン㈱
太平化学産業㈱
コンビ㈱
オリザ油化㈱
㈱龍泉堂
（一財）
食品分析開発センターSUNATEC
三井製糖㈱
三生医薬㈱
オルガノフードテック㈱
イカリ消毒㈱/興研㈱
スリープウェル㈱
物産フードサイエンス㈱
キッコーマン食品㈱
ロンザ㈱/カプスゲル・ジャパン㈱
サンブライト㈱
DSM㈱
イングレディオン・ジャパン㈱
ICS-net㈱
備前化成㈱
太平化学産業㈱
三和酒類㈱
DSP五協フード＆ケミカル㈱
旭化成㈱
オリザ油化㈱
三菱ガス化学㈱
（一財）
食品分析開発センターSUNATEC
㈱TTC
富士食品㈱
㈱TTC
コンビ㈱
オルガノフードテック㈱
天野エンザイム㈱
㈱サビンサジャパン・コーポレーション
オリザ油化㈱
ジェリータジャパン㈱

大正製薬㈱
三井製糖㈱
【スポーツ】 アサヒカルピスウェルネス㈱
【スポーツ】 ㈱常磐植物化学研究所

11：00▶11：15 【スポーツ】
11：20▶11：35 【スポーツ】
11：40▶11：55
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12：00▶12：15
13：15▶13：45
13：50▶14：05
14：10▶14：25
14：30▶14：45
14：50▶15：05

新素材・新製品や各社の技術をマーケットに発信する
出展各社のプレゼンテーション

（一社）
日本植物蛋白食品協会

10：45▶11：00 【China Day】
11：00▶11：15

Health Food セミナー2020
〜魅力アップに一歩前進 ホルモンが支える美と健康〜

03-3238-7550

10：30▶10：45 【China Day】

内田 和典

日研フード㈱ 研究開発部研究開発課マネージャー

久保村 喜代子

武庫川女子大学 家森
東海大学 健康学部 健康マネジメント学科 准教授 森

14：40▶14：55

13：00▶13：30

タイ国 Food and Drug Oﬃcer,Senior Professional Level,
Bureau of Food,Food and Drug Administration

15：00▶16：30

14：20▶14：35

だし・ブイヨンについて〜野菜だし
（ブイヨン）
の可能性

減塩フレーバリングの最新技術と欧米の減塩トレンド
久保村食文化研究所 Ph.D. IFT Fellow

15：35▶16：25

都甲 潔

14：00▶14：15

11：45▶12：00

海外学識者
（アメリカ乳製品輸出協会推薦）

午後

水産系のだしおよびエキス調味料の実践と最近の動向
畜産系エキス(およびだし、ブイヨン)の最近の動向
〜日本および海外での活用事例〜

13：40▶13：55

11：25▶11：40

聴講無料
（事前登録制）

加藤 知子

長谷川 浩一

13：20▶13：35

11：00▶11：15

アメリカ産乳由来
たんぱく質セミナー
（仮）

13：20▶14：00

14：00▶14：50

14：10▶14：25

15：40▶15：55

日本エキス調味料協会 専務理事 福原 邦彦
司会挨拶
だしと健康…日本人の食事摂取基準2020年版をふまえて

内藤 彰子

後藤 多津子

13：55▶14：05

15：20▶15：35

川島 一公

前内閣府規制改革推進会議委員 内閣官房健康医療戦略室参与

13：00▶13：50

13：35▶13：50

15：00▶15：15

細胞培養肉の動向と弊社技術CulNet systemによる培養肉の開発

14：40▶15：20

技術士 石田 賢吾
座長挨拶
年代別の塩味認知機能研究の最新知見とおいしい減塩食への応用（仮）

13：15▶13：30

13：00▶13：15

日本一美味しい病院食を目指す当院での取り組み

東京歯科大学 歯科放射線学講座

14：45▶15：35
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工藤 由紀子

ベジミート製造における植物性たん白の可能性

久保田 芳郎

（交流会費含む）事前申込 一般10,000円、会員7,000円 当日申込（会員割引なし）12000円 ※2014〜2019年の本セミナー参加者は会員になります。
12：30▶13：00

12：55▶13：10

11：40▶11：55

13：00▶13：10

おいしい減塩プロジェクト 2020〜「おいしさそのまましっかり減塩」の実現ツール〜

12：25▶12：30

11：55▶12：45

事前申込料金：3,000円／当日申込料金：5,000円
主催：食品化学新聞社／共催：健康食品産業協議会

キッコーマン総合病院 臨床栄養課

講演時間
10：50▶11：50

脊黒 勝也

13：10▶13：20

九州大学 五感応用デバイス研究開発センター

㈱シンワフーズケミカル

15：50▶16：40

2020年出展企業/団体一覧

座長挨拶
おいしい減塩食とは〜高血圧と塩分〜

DSP五協フード＆ケミカル㈱

13：10▶14：00

金沢大学 医薬保健研究域医学系血管分子生物学

15：10▶15：50

10：20▶10：40

日本の酒類の現状と未来〜酒類添加物の動向も含めて〜

アメリカ穀物協会 日本代表

米国における穀物の原料事情

会場

アジアにおける機能性表示食品と今後の取り組み

キッコーマン総合病院 院長

11：25▶11：55

【機能性表示を活かす】
「糖化ストレス」
を軽減する日本初の機能性表示食品
「マンゴスティア」

安達 玲子

15：45▶16：00

ユニバーサルメニュー開発セミナー
〜すべての世代が食べやすい弁当・給食の
メニュー造りに向けて〜

9：50▶10：20

㈱吉野家ホールディングス

国立医薬品食品衛生研究所 生化学部第3室長

食物アレルギー表示
（穀物を中心に）
の現状

11：20▶11：35

マルハチ村松グループ Eatreat㈱ 管理栄養士・看護師

14：55▶15：45

9：45▶9：50

【筋肉を守る】
最強の陸上ランナー
「ダチョウ肉」
の実力

坂 真知子

欧米のミートレスミートに関する法規制と課題

理研ビタミン㈱ 食品素材開発部 技術１Gリーダー

下出 昭彦

一般社団法人残留農薬研究所 試験事業部

運営事務局

■出展社プレゼンテーション

15：25▶15：40

事前申込 3,000円／当日申込 5000円／
おいしい減塩プロジェクト2020セミナー事前申込者は同セミナー参加費＋1000円

養命酒製造㈱

16：20▶16：40

鈴木 美成

15：05▶15：20

事前申込（主催協会会員）5,000円 懇親会込み9,000円 （一般）8,000円 懇親会込み12,000円
当日申込（会員割引なし）10,000円 当日懇親会参加費5,000円 ＊定員に達した場合、当日申込は行いません。
主催：日本エキス調味料協会、共催：食品化学新聞社

15：45▶16：35

【骨を守る】
糖化による骨への影響とクロモジの抗糖化作用

15：40▶16：20

国立医薬品食品衛生研究所 食品第4室長

穀物の残留農薬検査手法における最新動向

本展へのお問合せ

久保村 喜代子

佐藤食品工業㈱ 技術品質保証部

フレール予防に期待できる天然アスタキサンチンの効果

同志社大学 生命医科学部 アンチエイジングリサーチセンター /
糖化ストレス研究センター 教授 米井 嘉一

15：00▶15：40

主催：株式会社食品化学新聞社

厚生労働省 医薬・生活衛生局監視安全課 担当官

穀物の衛生管理 座長：公益社団法人日本食品衛生協会 鶴見 和彦
13：30▶14：10 穀物の有害金属・元素の検出法と国内外の規格基準

食素材開発の新たな扉を開くフェイクミート
〜そのサイエンスとグローバル動向〜
一般社団法人日本食品添加物協会

13：50▶14：40

大阪大学大学院医学系研究科 教授
内閣官房 健康医療戦略室 戦略参与 森下 竜一

理事長開会挨拶
10：30▶11：10 【糖化の悪性サイクルを断つ】
スポーツニュートリション

井上 隆弘

食肉の輸出拡大に向けた取り組み

14：30▶15：00

エキス調味料セミナー
「エキス調味料とだし・ブイヨンについて」

事前申込料金：3,000円／当日申込料金：5,000円

池田 秀子

10：25▶10：30

島本 健一

デュポン ニュートリション&バイオサイエンス フード＆ビバレッジ事業部
イノベーションリーダー 斉藤 哲子

山本 哲郎

事前申込料金：9,000円／当日申込料金：11,000円
主催：糖化ストレス研究会

13：00▶13：40

佐藤病院グループ フィーカレディースクリニック 管理栄養士 篠原 絵里佳
代謝の要 筋肉に働く食品素材〜運動機能模倣食品の開発

久保村食文化研究所

17：00▶19：00

11：10▶11：50

本田 由佳

Team BONE②
〜元気で美しい骨と筋肉づくりに必要な栄養と睡眠！

11：00▶11：20

青山 充

第19回 糖化ストレス研究会
〜Olympic Year 2020: Sports and Nutrition〜

11：25▶12：05

14：10▶14：50

佐藤 充克

18回

第

厚生労働省 医薬・生活衛生局食品基準審査課 残留農薬等基準審査室

Team BONE①〜思春期にどれだけ元気で美しい骨
を獲得しているかが勝負！
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特任講師

産業技術総合研究所バイオケミカル研究部門
生物時計研究グループ長 大石 勝隆

10：55▶11：40

ご 来 場 を お 待 ち し て お りま す
招待会社名

事前申込料金：5,000円／当日申込料金：7,000円

睡眠障害モデルマウスを用いた睡眠改善食品の開発

青海展示棟ホールA・B（東京ビッグサイト）

25回

第

次世代の肉食を考える〜Stop,Protein Crisis〜

事前申込料金：3,000円／当日申込料金：5,000円

スポーツサプリメントと日本のアンチドーピング認証
㈲バイオヘルス リサーチ リミテッド 取締役社長

農林水産物の残留農薬対策と国際整合性

第二部

Integuri Culture㈱ CTO

疾病リスク低減に関する調査事業からみえてきたもの

10：45▶11：20

レスベラトロールはやっぱりすごかった！
フレイル
（脳機能、筋力の衰え）
に徹底アプローチ
山梨大学ワイン科学研究センター

11：40▶12：00

12：50▶13：50

農林水産物・食品の輸出促進事業について（米と米粉を例にして）
農林水産省 政策統括官付 農産企画課 米穀貿易企画室

健康情報セミナーⅠ「骨と筋肉から目指す健康長寿」

レッテンマイヤージャパン㈱ フードビジネスユニット・マネージャー

事前申込料金：6,000円／当日申込料金：8,000円
主催：㈱TTC

10：05▶10：45

16：40▶16：50

土屋 一行
岡村 弘之

ＴＴＣセミナー2020 機能性表示食品をとりまく最近の状況

聴講無料
（事前登録制）
主催：日本カロテノイド懇話会

13：35▶14：25

座長：一般財団法人食品産業センター

東京大学大学院農学生命科学・応用生命化学専攻・食品生化学
教授 佐藤 隆一郎

世界におけるフレーバー利用の現状とIOFIの取り組み

ジャン・マン

青山 充

事前申込
（主催学会/共催・協賛団体会員）＊弁当付き 9,000円／
事前半日
（午前または午後）
（主催学会/共催・協賛団体会員）6,000円／
事前申込一般 ＊弁当付き 12,000円／事前半日
（午前または午後）
（一般）9,000円
当日申込
（会員割引、弁当なし）15,000円
主催：日本食品微生物学会・日本食品衛生学会・日本食品化学学会
共催
（予定）
：日本食品衛生協会、食品産業センター、食品化学新聞社
協賛
（予定）
：日本食品添加物協会、
日本食品科学工学会、
日本防菌防黴学会、
日本調理科学会

日本食品衛生学会 代表 宮下 隆
総合司会挨拶
10：02▶10：05 主催者代表挨拶
日本食品化学学会 代表 佐藤 恭子
第一部 食品の輸出入に伴う規格基準と国際整合性（質疑応答は随時）

15：30▶16：30

健康情報セミナーⅡ「健康のカギ握る睡眠」

2020年4月22日（水）〜24日（金）

10：00▶10：02

11：20▶11：40

カロテノイドフォーラム

13：05▶13：35

日本健康・栄養食品協会 事務局長

伊藤 暢宏

イングレディオン・シンガポール㈱ Winnie Koh
イングレディオン・ジャパン㈱ 千葉 崇

13：00▶13：05

農林水産省 食料産業局 食品製造課 担当官

ユニークな物性を持つ「寒天」
「こんにゃく」の特長と
その用途 〜伝統食品の新しい可能性を探る〜

澤 晶子

10：00▶10：45

IOFI会長
（ヴェ・マン・フィスグループ社長）

消費者意識調査で探るクリーンラベル
11：10▶12：10 のトレンドと、
製品開発の実際
（ケーススタディーを交えて）

特定保健用食品の公正競争規約について
（仮）

厚生労働省 医薬・生活衛生局 食品基準審査課 担当官

㈱タイショーテクノス

9：30▶11：00

田中 良介

11：50▶12：30

アルギン酸エステル
（PGA）
の特徴と利用技術

聴講無料
（事前登録制）

Innova Market Insights
（イノーバ・マーケット・インサイツ）

宇野 陽一郎

15：05▶15：40

フレーバーセッション
「グローバルでフレーバーが果たす役割と規制」
（仮）

聴講無料
（事前登録制）

食品産業行政の最新情報
（仮）

座長挨拶 一般社団法人日本食品添加物協会 専務理事 上田 要一
食品添加物表示の見直し
〜消費者の誤認を防ぐ表示のあり方に向けて〜

味の素㈱ 広報部 サイエンスコミュニケーショングループ

15：40▶16：20

11：05▶11：45

デュポン ニュートリション＆バイオサイエンス
リージョナルプロダクトマネージャー 加藤 和子

14：30▶15：05

佐藤 れえ子

クリーンラベル・トレンドセミナー

11：15▶11：50

出展社・出展品目・各種セミナーなどの最新情報は
公式サイトにて随時更新！

Expansion of food imports and exports and grain sanitation management

三栄源エフ・エフ・アイ㈱ 第一事業部 ハイドロコロイド研究室
課長 井藤 大作

WEB事前登録で
入場料が無料に！

https://www.ifiajapan.com/
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食品添加物行政の現状と課題
（仮）

キサンタンガム・ジェランガムの特徴と用途展開

・招待券1枚につき1名様の入場登録ができます。
・本件をお持ちでない場合は、入場料3,000円
（税込）
が必要です。

食の安全・科学フォーラム 第19回セミナー＆国際シンポジウム
食品の輸出入拡大と穀物の衛生管理

10：20▶11：00

DSP五協フード＆ケミカル㈱

事前申込（共催団体会員）3,000円／事前申込一般4,000円／当日申込（会員割引なし）5,000円
共催：一般社団法人日本食品添加物協会

久保 周太郎

森永乳業㈱
法人企業からの製品/技術紹介①
ライオン㈱
法人企業からの製品/技術紹介②
㈱NRLファーマ
法人企業からの製品/技術紹介③
サラヤ㈱
法人企業からの製品/技術紹介④
日本ラクトフェリン学会第9回学術集会のご紹介

10：35▶11：15
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聴講無料
（事前登録制）

発酵セルロースの食品への応用
（仮）

三栄源エフ・エフ・アイ㈱ 第一事業部 ハイドロコロイド研究室
担当課長 根田 隆史

iﬁa JAPAN 25周年記念セミナー
添加したから
「おいしい」
「健康」
「安全」
―未来の食生活を支える食品添加物―

聴講無料
（事前登録制）
主催：日本ラクトフェリン学会

16：00

武野 團

㈱資生堂 グローバルイノベーションセンター ホリスティック研究グループ
グループマネージャー 加治屋 健太朗

ラクトフェリンフォーラム2020
開始

髙倉 伸幸

白鳥製薬㈱ ウェルファーマ事業部 事業部長 兼 健康食品事業 素材開発
担当部長 藤井 千春

金沢医科大学 総合内科 女性総合医療センター 准教授

13：00

4/23
（木）

毛細血管のゴースト化を抑制するメソッド

行政セミナー

事前申込料金：10,000円／当日申込料金：15,000円
10：00▶10：35

Tie2・リンパ・血管研究会 会長／大阪大学 微生物病研究所 教授

11：45▶12：00

4/22
（水）

増粘多糖類基礎セミナー

聴講無料
（事前登録制）
共催：Tie2・リンパ血管研究会

IFTジャパンセクション会員聴講無料
（事前登録制）
非会員3,000円(事前登録/当日)
主催：IFTジャパンセクション
（アメリカ乳製品輸出協会推薦・逐次通訳有）

10：00▶10：40
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Tie2・リンパ・血管研究会 ミニセッション2020

招 待 券

イカリ消毒㈱/興研㈱
三生医薬㈱
三井製糖㈱
スリープウェル㈱
物産フードサイエンス㈱

聴講無料

講演タイトル
①植物性たん白の利用と栄養・生理機能
②植物たん白における大豆たん白のさらなる可能性
乳〜玄米由来まで！タンパク質製品の新展開とその利用法

植物由来
「キッコーマン 発酵うまみ調味料」
のご案内
結晶セルロース製剤セオラス®の応用：液体調味料、
ピックル液、冷菓
（仮）
レジスタントスターチとキサンタンガムで、おいしさそのままに低糖質を！
原料由来の臭いを生じない赤ダイコン色素 「アートレッド®ＲＤ」
むし歯菌 歯周病菌を99.9％抑制！幼児から高齢者までのオーラルケア
「L8020乳酸菌」
活性酸素ストレス対応素材としてのL-カルニチン
健康のためのSamyangの提案
（機能性素材）− プシコース、難消化性デキストリン、ケストース等
高齢者×多糖類 最新ジェランガム
「ケルコゲルDGA」
からアプローチ
大豆だけじゃない！新しいベジ・ミート
（仮）
「ＢioPQQのミトコンドリア活性化によるアンチエイジング効果」
〜最新の知見を踏まえて
頻尿・前立腺対策に新発見！シーベリー+ノコギリヤシの相乗効果とその黄金比率！
睡眠改善効果を有する食品の評価方法
飲料におけるマスキング機能と高騰する乳原料の一部代替
高齢化社会を迎えた機能性食品の非臨床評価系〜簡便で低コストのin vivoがん原性リスク予想法について〜
（仮）
作りたての香りを再現する
「調理香ビーフエキス」
のご提案
ヒト試験速報：
β-クリプトキサンチン含有クリプトベータの脂質代謝改善効果
認知機能改善作用を有する食品の評価方法
（仮）
紫茶エキスの最新大規模臨床データ
（米国）
とＳＤＧＳの取り組みを大公開！
JADAスポーツサプリガイドラインとインフォームドチョイス認証
卵加工アプリケーションのご紹介〜酵素で実現！長期保存できる卵製品
アクティブシニアの心身機能に期待できる天然アスタキサンチンの効果 〜ポスト・オリパラを見据えて〜
（仮）
時計遺伝子発現解析試験でみる体内時計の調節作用
（仮）
ドイツGELITA社コラーゲンペプチド
（Bioactive Collagen PeptidesR）
〜アプリケーション開発応用の紹介〜
（仮）
オープンクリーンシステム
（KOACH)を用いた食品製造現場における落下菌対策
ユーグレナKishu株等弊社原料のご紹介
睡眠改善食品・機能性表示取得に向けた臨床試験の要諦！
健康食品における崩壊性等の品質管理の最新動向
LycoRed社リコピンの機能性表示取り組みと新製剤発表
新製品
「クサミトール」
のご紹介〜肉・魚・野菜・大豆などへの利用〜
「何かが起きている機能性表示！
？売れる機能性表示食品と最新動向」
〜日本の健康食品最新動向〜
リン酸塩の四大作用
（キレート,ｐH暖衝,分散,保水・結着）
のご紹介

Seaweed Polysaccaride Vacant Capsules 海藻多糖類カプセル
食品分野におけるトレハロースの澱粉酸化防止効果、防腐効果の応用実例解析
高純度発酵乳酸製品
アンジェル酵母会社及び製品紹介

新たな食感を創る〜でん粉で広がる素材感、スムーズ感、もち感、
クリスピー感
ALTILIX&BERGAVITの機能性に関して
健康のためのSamyangの提案
（機能性素材）− プシコース、難消化性デキストリン、ケストース等
尿酸値対策で受理多数！オリザの機能性表示食品素材を一挙してご紹介！
機能性表示〜EPA原薬メーカーがつくる超高濃度安定型EPA BAPT®
植物由来
「キッコーマン 発酵うまみ調味料」
のご案内
深い眠りで心も体も肌も元気に！
【大麦乳酸発酵液ギャバ】
高齢者×多糖類 最新ジェランガム
「ケルコゲルDGA」
からアプローチ
一般食品に続々採用！体感バッチリ！tokiwaの和漢シリーズ
バタフライピーの花を利用したブルーの殺菌粉末とエキス未のご紹介
（仮）
低カロリー、低糖質食品の開発方法と天然物由来甘味料
「サンナチュレ®」
初公開！桜の花だけじゃないオリザの抗糖化素材とその組み合わせ提案を一挙公開！
エイジングケアのための抗糖化〜AGハーブMIX、サトナシールのご紹介〜
調味料製造アプリケーションのご紹介〜酵素で実現！ひと味違う調味料開発
ドイツGELITA社コラーゲンペプチド
（Bioactive Collagen PeptidesR）
〜アプリケーション開発応用の紹介〜
（仮）
結晶セルロース製剤セオラス®の応用：液体調味料、
ピックル液、冷菓
（仮）
納豆成分の新規機能性−ナットウキナーゼが持つ美白効果―
より美味しく！ノンミート商品へのご提案
「ＢioPQQのミトコンドリア活性化によるアンチエイジング効果」
〜最新の知見を踏まえて
アーユルヴェーダ素材の腸内環境改善効果
健康食品におけるハードカプセル製剤のメリット(優れた崩壊性など)
リン酸塩の四大作用
（キレート,ｐH暖衝,分散,保水・結着）
のご紹介
「EC-12」
と脳腸相関に関する研究のご紹介
新データ初公開！
トマト種子エキスで表皮にも真皮にもまるっと美肌！
免疫バランスを整える
「β-1,3/1,6-グルカン」
の抗疲労・抗ストレス作用について
食品のリスクを予見するための微生物植菌テスト
カラダにやさしい植物由来の乳酸菌
「何かが起きている機能性表示！
？売れる機能性表示食品と最新動向」
〜日本の健康食品最新動向〜
卵・乳原料不使用によるベジフードのご提案
オープンクリーンシステム
（KOACH)を用いた食品製造現場における落下菌対策
睡眠改善食品・機能性表示取得に向けた臨床試験の要諦！
新製品
「クサミトール」
のご紹介〜肉・魚・野菜・大豆などへの利用〜
植物由来
「キッコーマン 発酵うまみ調味料」
のご案内
崩壊性や酸素遮断性に優れる発酵法で作られるプルラン由来ハードカプセルの実力
ラクティウム-乳由来リラックス・安眠素材 機能性表示食品への取り組み
ベジミートにおける本物の肉風味の創造
消費者調査で分かった！好まれるもち食感をでん粉で！
食品原料はWEBで検索時代へ！
「シェアシマ」
活用について
有酸素運動を手軽にサポート！
！エゾウコギエキス未
「UKOGIN」
のヒトおよび動物試験のご紹介
リン酸塩と日持向上剤・酸化防止剤
（変色防止）
との相乗効果
深い眠りで心も体も肌も元気に！
【大麦乳酸発酵液ギャバ】
高齢者×多糖類 最新ジェランガム
「ケルコゲルDGA」
からアプローチ
結晶セルロース製剤セオラス®の応用：液体調味料、
ピックル液、冷菓
（仮）
口腔ケア新商品！注目の 花椒オイル でドライマウス対策
「ＢioPQQのミトコンドリア活性化によるアンチエイジング効果」
〜最新の知見を踏まえて
HACCP制度化から見えてきた人材育成の重要性
鼻目の不快感改善作用を有する食品の評価方法
（仮）
作りたての香りを再現する
「調理香ビーフエキス」
のご提案
高齢化社会を迎えた機能性食品の非臨床評価系〜スポーツ・生活活動を支える食品開発のために〜
（仮）
殺菌乳酸菌
「EC-12」
の最新情報
卵・乳原料不使用によるベジフードのご提案
乳加工アプリケーションのご紹介〜酵素で実現！一枚上手の乳製品開発
アーユルヴェーダ素材のメタボリックシンドローム改善効果
美髪＆美まつ毛&美爪＆美肌！全身美容が叶うオリザポリアミン！
ドイツGELITA社コラーゲンペプチド
（Bioactive Collagen PeptidesR）
〜アプリケーション開発応用の紹介〜
（仮）

アンチドーピング認証取得 リポビタンDとリポビタンJELLY for Sports
（仮）
持続エネルギー パラチノース のスポーツ分野への活用
CP2305ガセリ菌の抗ストレス効果について
（仮）
NZカシス"Adaptive™"に秘められた可能性〜スポーツパフォーマンスの向上〜

オープンクリーンシステム
（KOACH)を用いた食品製造現場における落下菌対策
「何かが起きている機能性表示！
？売れる機能性表示食品と最新動向」
〜日本の健康食品最新動向〜
リビスマートのご紹介−ごま由来の強力な抗肥満素材−
睡眠改善食品・機能性表示取得に向けた臨床試験の要諦！
新製品
「クサミトール」
のご紹介〜肉・魚・野菜・大豆などへの利用〜

健康機能素材の加工食品への展開、食品添加物・素材の健康
分野への応用、そして未来の食品産業を支える技術が集結！

iﬁa/HFE JAPAN 2020 の見どころ
主催者セミナー【企画ゾーンステージ】

※各セッション内プレゼンテーションの詳細な時間はWEBサイトをご確認下さい。

B ホール

青海展示棟 A ホール
企画ゾーン“おいしい”提案

“ おいしい ” 提案ゾーン（味と香りのコーナー／食の地域ブランド創生コーナー）

おいしい 提案セッション

弁当・惣菜への提案セッション

（10：30-11：00）
【基調講演】
おいしさのデータサイエンス

食の地域ブランド創生・産学官連携セッション

（10：30-11：00）
【基調講演】
『健康』
と
『美味しい』を両立させるメニューの作り方

（株）
アントンパール・ジャパン ビジネスユニット キャラクタリゼーション マネージャー

介護食用のきざみ食材をまとめるための天然物由来食品用接着剤の開発
（地独）
大阪産業技術研究所 生物・生活材料研究部長

畠中 芳郎

大豆を超えた次世代植物性ミート（11：45-）
エー・ディー・エム・ジャパン
（株）アプリケーションマネージャー

西川 忠信

緊急課題！コスト増のベニバナ黄色素代替に鮮明クチナシ黄色素（12：05-）
神戸化成
（株）開発部

久仁 尚平

プラントベース肉アプリケーションのトータルソリューションのご提案
（仮）
（12：25-）

デュポン ニュートリション＆バイオサイエンス

スープ
（だし）
トライアル
（試飲付き）

13：30-16：30

「安全・安心・おいしい」
に
「健康」
をプラス
〜食のブランディングに向けた地域の取り組み（11：05-）

新製品『クサミトール』でお悩み解決！
〜肉・魚・野菜・大豆など様々な臭い・味をマスキング〜（12：00-）

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物資源研究センター

冨山 香里

物産フードサイエンス
（株）研究開発センター 東京アプリケーションセンター

お米で糖質50%OFF 糖質低減米
〜コンニャク米でも、もち麦でもない
「第三のお米」
〜（12：20-）

サナテックシード
（株）取締役最高技術責任者

栃木県産業技術センター 食品技術部

西村 将司

（株）
明菱 明米舎事業部 営業グループ チーフ

中島 大地

おいしく塩分控えよう！減塩しょうゆのご案内（13：20-）

佐藤食品工業
（株）技術品質保証部

出来立てのおいしさを持続！新規増粘剤
「サンキッチン

TM

サトーのだしホライズン 水産エキス調味料の最新領域を体感（14：05-）
長谷川 浩一

イズミ食品
（株）代表取締役副社長

水野 勉

うま味調味料〜アピうま味ミックス
（減塩）
について（15：05-）
アピ
（株）新規事業開発部新規事業開発課

藤本 果南

他調味料関連出展各社によるプレゼンテーション（15：35-）

梅澤 洋貴

営業企画部 スーパーバイザー

（14：00-）
顆粒」

山崎 宏樹

三栄源エフ・エフ・アイ
（株）第一事業部 ハイドロコロイド研究室

森山 充

大豆を超えた次世代植物性ミート（14：40-）
西川 忠信

プラントベース肉アプリケーションのトータルソリューションのご提案
（仮）
（15：00-）

キッコーマン食品
（株）加工用営業本部 営業企画部 スーパーバイザー

梅澤 洋貴

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社
ライフサイエンス アドバンスドアナリティカル＆インダストリアル テスティング事業部
シニアアカウントセールススペシャリスト 田中 和憲

サトーのだしホライズン 水産エキス調味料の最新領域を体感（14：55-）

長谷川 浩一

（15：15-）
おいしさの秘訣教えます
（仮）

理研ビタミン
（株）

レッテンマイヤージャパン
（株）フードビジネスユニット テクニカルスーパーバイザー

高山 宗幸

長田 有希子
相田 岳彦

（株）
光洋商会 営業部 営業課

4月22日（水）
●食品化学学会プレゼンテーション 10：15-12：15
（10：15-11：00）

奈良先端科学技術大学

最新分析機器による食品安全・安心に向けた化学物質スクリーニング・テクニック
世界の事例からみた食物アレルゲンテストの現状
（英語講演/通訳者あり）

アジレント・テクノロジー
（株）

アヅマックス
（株）
・Romer labs社 セールスディレクター

新たな遺伝子組換え表示制度と遺伝子検査の質管理
官能分析ソリューションを利用した受託試験とコンサルティングサービスの紹介

野原 健太

ベルビック・リー

（株）
ファスマック
アルファ・モス・ジャパン
（株）

布藤 聡

吉田 浩一

HFE良食体健ゾーン

会場：企画ゾーンステージ【HFE 良食体健】

“健やかな体づくりに欠かせない、体に良い食”をコンセプトに、さまざまな健康機能性食品素材とその研究を紹介するゾーン。出展各社の機能性素材を配合したオリジナル飲料・チョ
コレート・魚肉ソーセージを数量限定で無料配布します！
※各社15分間のプレゼンテーションとなります。

4月22日（水）
トータルビューティコーナーセッション

4月23日（木）
脳機能活性化コーナーセッションⅠ

10：30-16：30

（10：30-11：10）
【基調講演①】
コラーゲンペプチドの皮膚修復の作用メカニズム

セラミドの体内合成を高める第二の成分
「β-SG」
を高含有！
オリザセラミド®の魅力とキウイ種子との相乗性（11：10-）
オリザ油化
（株）

幸保 博樹

CBC
（株）ライフサイエンスDiv

鈴木 克行

日本机能性表示食品ODM/OEM开发及备案支援事业介绍（11：40-）
アピ
（株）加藤

真悟

骨密度&骨中ミネラル量を高める！オリゴ糖酸
（マルトビオン酸）
のご紹介
サンエイ糖化
（株）素材開発課

林 佳奈子

天然ビタミンＣとしてのアセロラの活用方法（12：15-）
（株）
ニチレイフーズ 国際事業部 アセロラ事業推進部

木戸 敏勝

糖化ストレスから身体を守る！AGハーブMIXがもたらす抗糖化作用（12：35-）
アークレイグループ からだサポート研究所
アサヒ物産
（株）

松尾 直紀
野田 裕莉

（13：10-13：50）
【基調講演②】
消化器とアンチエイジング

Mr. Teh Thomas

さとうきび生まれの甘さのないマスキング素材 さとうきび抽出物

鶏プラズマローゲン機能性表示食品への取組みと新着情報（12：00-）
丸大食品
（株）中央研究所

nattiase® 信頼のナットウキナーゼ、脳健康分野における線溶解性への効果
（12：20-）

セルマーク・ジャパン
（株）マネージャー

新しい機能性食品の開発！機能性素材を配合した
魚肉ソーセージ をプロデュース（12：40-）

石井 亜矢子

林兼産業
（株）機能食品部企画開発課

腸内改善コーナーセッションⅠ

平岡 恵

（株）
龍泉堂

馬 由来エラスチンペプチド 〜最新のエビデンスを添えて〜（14：05-）
日本バイオコン
（株）開発部

（13：00-13：40）
【基調講演】
腸内細菌の不飽和脂肪酸代謝と代謝産物の機能性について

（株）
常磐植物化学研究所

機能性表示食品届出資料及び機能性関与成分ヒアルロン酸の微量測定
ブルーメジバイオテクノロジー

中林 暁子

コーンセラミドの美容ドリンクへの応用（15：00-）
辻製油
（株）機能性事業本部 営業部 営業課

河原 慎太郎

ブルーベリー葉・茎エキスの機能性について（15：15-） （株）ＧＥウェルネス 後藤 陽
全身の糖化&老化を抑制する燃焼系素材パロアッスル（15：30-）

（株）
IHM

完全水抽出特許製法:美容食品としてのザクロ＆アーティチョークエキス
東洋サイエンス
（株）ライフケア2部

立花 英寛

臨床結果初公開！チリ原産マキベリーの抗ドライアイ機能だけじゃない
優れた美肌効果とは？（16：00-）
オリザ油化
（株）

清水 稔仁

伊地知 哲生

Mr. Teh Thomas

（14：20-）
シン・バイオティクスをフラボノイドで！
「マイクロバイオメクス」
CBC
（株）ライフサイエンスDiv

鈴木 克行

三井製糖
（株）フードサイエンス営業部

12：30-13：50

機能性食品開発・分析・評価支援と健康の測定技術セッション

14：55-16：35

（14：55-）
機能性食品のメカニズム解明へのアプローチ
（仮）

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
（株）営業企画部

佐藤 基

食品の安全性試験〜そのひとくちにも、きっとカンケイしてる〜（15：10-）
（株）
安評センター

小田桐 由加里

睡眠評価におけるＲＥＭ睡眠の重要性について（15：30-）（株）プロアシスト 尾崎 裕通
崩壊性試験の実施方法と試験器の使い方（15：50-）
（株）
NeU 代表取締役

富山産業
（株）

長谷川 清

®

山崎 志保

大森 肇

東京農工大学 農学部 附属 硬蛋白質利用研究施設

（一社）
食品安全検定協会 事務局長

①HACCPにおけるATPふき取り検査
（A3法）
の適用場面

機能性食品の作用機序についてのSHIME®技術を用いた前臨床試験（16：20-）
Pro Digest

（公社）
日本食品衛生協会
キッコーマンバイオケミファ
（株）

東京サラヤ
（株）サニテーション事業本部 食品衛生部
（株）
HACCPジャパン

【基調講演】食品衛生で活躍する殺菌性機能水の進歩と信頼性（14：45-15：15）
現場を支える電解水の基盤と展開（15：15-16：30）

（一財）
機能水研究振興財団 理事長

神薗 紀子

食と運動

伊藤 明子
赤坂ファミリークリニック 院長
東京大学医学部附属病院 小児科医師、
東京大学大学院 医学系研究科 公衆衛生学健康医療政策学教室 客員研究員

堀田 国元

4月24日（金）

緑イ貝
（モエギイガイ）

（株）
サン・メディカ 学術担当

井上 親太郎

（15：15-）
脳のフィットネス！全ての世代に送る脳活性素材
「ブレインベリー」
CBC
（株）ライフサイエンスDiv

鈴木 克行

新規・脳機能改善素材！ ピロロキノリンキノン
「mnemoPQQ」
について
（15：35-）

（株）
龍泉堂

新しい機能性食品の開発！機能性素材を配合した
魚肉ソーセージ をプロデュース（15：50-）
林兼産業
（株）機能食品部企画開発課

平岡 恵

脳機能改善効果を持つハーブ由来新素材
「熟成ホップエキス」
のご紹介
INHOP
（株）代表取締役社長

金子 裕司

応用動物科学コース動物応用微生物学研究室

使って貯めよう筋肉貯筋
-使えば無くなるお金の貯金-

13：00
▼
13：45

食事と運動のアンチエイジング効果を
評価する方法

福永 哲夫

鈴木 良雄

財団法人健康医療産業推進機構理事長、東京大学名誉教授、
早稲田大学名誉教授、鹿屋体育大学名誉教授

順天堂大学大学院 スポーツ健康科学研究科
スポーツ栄養・生化学研究室 先任准教授

サルコペニア、肥満およびサルコペニア肥満：
運動と食事の影響

13：45
▼
14：30

食事・運動と健康寿命

15：45
▼
16：30

神奈川工科大学 健康医療科学部

矢木 一弘

16：50

パネリスト：鈴木良雄、佐々木一

運動・栄養・OYATSUでフレイル予防
10：20
▼
11：05

●リスクコミュニケーションセッション 15：20-16：35
日本香料工業会（アイ・エフ・エフ日本
（株）
） 松井 敏晃
香料の安全性（15：20-15：50）
（一社）
Food Communication Compass 代表 森田 満樹
食品表示の現状とこれから（15：50-16：20）
食品安全委員会事務局 情報・勧告広報課長 渡辺 且之
食品安全委員会のリスクコミュニケーションの取り組み（16：20-16：35）

非常勤講師

座長：米井嘉一

フレイル（虚弱）には身体的フレイル
や精神的フレイルがあるが、今年4月
から75歳以上の高齢者に「フレイル健
診」が義務付けられる。24日のステー
ジでは、運動と栄養に加えて、
「フレイ
ル」を主なテーマにして様々な視点か
ら講演が行われる。

【特別講演】
フレイル予防の新しい視点
久保 明
医療法人財団百葉の会 銀座医院
日本臨床栄養協会 副理事長

院長補佐

コーディネーター

【基調講演①】
13：30
▼
14：15

身体つくりの栄養

11：30
▼
11：50

座談会
11：50
▼
12：20

科学的根拠に基づくフレイル予防
鈴木 隆雄
桜美林大学 老年学総合研究所 所長、大学院教授
国立長寿医療研究センター 理事長特任補佐

杉浦 克己
立教大学 コミュニティ福祉学部 スポーツウエルネス学科

矢澤 一良

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所
ヘルスフード科学部門 部門長

コーチング ―心と体の調和―

11：10
▼
11：30

教授

アスリート育成からフレイル予防に関わる
運動・栄養ケア
座長：矢澤一良

【スポンサーセミナー】
12：30
アクティブシニアの心身機能に期待できる
▼
13：20
天然アスタキサンチンの効果
〜ポスト・オリパラを見据えて〜
（仮）

【基調講演②】
14：15
▼
15：00

東京大学 高齢社会総合研究機構 特任教授

【おやつタイム】
【基調講演③】
15：35
▼
16：20

15：05▶15：35

出展社プレゼンテーション

フレイル予防OYATSUの
商品開発アプローチ
太田 篤胤

アスタリール（株）
自然界で最も強力な抗酸化素材の一つである天然アスタキサンチ
ン。アスタリールグループは天然アスタキサンチンの抗酸化力にいち
早く着目し、世界に先駆けて研究・開発に取り組んでいます。わたしたち
は、人々が健康で幸せな毎日をおくり続けるために、高品質な天然アス
タキサンチン「アスタリール®」を世界中に届けます。

超高齢社会の到来とフレイル予防の展開
辻 哲夫

日本電解水協会/微酸性電解水協議会
電解水関連出展各社によるプレゼンテーション

管理栄養学科

4月24日（金）

パネリスト：澤木啓祐、杉浦克己

14：00-15：15

筋肉の働き

パネルセッション
16：30
アンチエイジングと食について
▼

パネリスト：福永哲夫、石井好二郎 座長：米井嘉一

15：00

--

佐々木 一
教授

パネルセッション
14：30
アンチエイジングと運動について
▼

木村 龍三

【基調講演】AOACIの最近の動向と精度管理の基本的な考え方（12：50-13：20） AOAC INTERNATIOTAL JAPAN SECTION 会長 鈴木 宏子
（公財）
日本適合性認定協会 技術部 生命科学マネージャー 田島 洋介
ISO/IEC 17025認定の最近のトピック
英国FERA Science.,LTD
（
（株）
セントラル科学貿易）バイオメディカルサイエンス部 後藤 哲久
世界最大規模技能試験FAPASのご紹介

（14：00-14：30）
【基調講演】食品衛生における殺菌性機能水の現場活用
（仮）
（14：30-15：15）
現場における電解水の活用事例
（仮）

米井 嘉一

教授

15：00
▼
15：45

順天堂大学 特任教授／名誉教授

●精度管理セッション 12：50-13：55

●殺菌・洗浄セッション②

環境生命科学研究科

澤木 啓祐

三栄源エフ・エフ・アイ
（株）第一事業部 食品保存技術研究室

鈴木 祐介

コーディネーター

森田 英利

金村 真紀

電解水関連出展各社によるプレゼンテーション

JNC
（株）ライフケミカル推進室

オリザ油化
（株）

教授/医学博士

同志社大学 生命医科学部 アンチエイジングリサーチセンター／
糖化ストレス研究センター 教授

【特別講演】
腸内フローラと運動

11：10
▼
11：55

周木 康記

ビオメリュー・ジャパン
（株） 内田 和之
HACCP対応の微生物検査の効率化のためのソリューション
（公社）
日本べんとう振興協会 中川 弘
【特別講演①】食の安全・安心を守る食品微生物検査技士（11：45-12：15）
（12：15-12：45）
【特別講演②】
フードロス削減に貢献する日持向上剤
「アートフレッシュ®」

生活リズムを整え不安感解消！
ストレスにオリザギャバ®＆活力にパッションフラワー（14：45-）

健康体力学分野運動生化学領域

アンチエイジング（抗加齢）は中高年
だけでなく全世代にとって大きな注目
を集めている分野。23日のステージで
は「アンチエイジング」を主なテーマに
掲げて、特に運動・筋肉と栄養を絡めて
講演が行われる。

【基調講演】
たんぱく質とカラダの健康・こころの健康 〜臨床例とレシピを添えて〜

10：20
▼
11：05

中川 貴太

（一財）
東京顕微鏡院 名誉所長 伊藤 武
【基調講演】HACCP運用施設における微生物検査の考え方（10：15-10：45）
大日本印刷
（株）包装事業部 IPC製品開発本部 鈴木 健朗
フィルム培地
「Medi・Ca」
と専用コロニーカウントシステムのご紹介
MicroVal, AOAC OMA認証シート培地
「MC-Media Pad」
を使用した微生物検査の提案

琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座
（第二内科）教授

筑波大学体育系

4月23日（木）

●微生物検査・ロングライフセッション 10：15-12：45

14：00-16：40

話題の関節対応素材 ニュージーランド産

芥川 誠

山井 裕志

●殺菌・洗浄セッション① 13：00-16：30
【基調講演】HACCPに繋ぐ、一般的衛生管理の基本は手洗い！（13：00-13：30）
HACCPにつなぐ！一般的衛生管理の基本（13：30-14：45）

教授

石井 好二郎

GS1 Japan
（
（一財）
流通システム開発センター）ソリューション第1部 グロサリー業界グループ 研究員

萩原 和琴

（14：00-14：40）
【基調講演】
人生100年時代を生きる健康脳創りと
機能性食品の新たな可能性

（16：05-）

川澄 要重

食品技術士センター 会長 浅野 行蔵
【基調講演】HACCPを解きほぐす（10：30-11：00）
（一財）
日本食品分析センター 試験研究部 分析化学課 北川 未来
異臭分析について
（仮）
イカリ消毒
（株） 榊 美保
オープンクリーンシステム
（KOACH）
を用いた食品製造現場における落下菌対策
食品原料・資材のロット、日付管理には国際標準のバーコードを

③HACCPにおける微生物迅速検査機の活用事例

エンドウマメタンパクViViBean いろいろなタンパクとの
コラボのおはなし（12：30-）

（15：00-）

（公財）
ニッポンハム食の未来財団 管理栄養士

食品安全検定のご紹介

教授

運動時におけるタウリンの
生理的意義を探る

15：50
▼
16：35

野村 義宏

同志社大学 スポーツ健康科学部

②HACCP記録管理における省人・省力化について
（仮）

益崎 裕章

テート＆ライルジャパン
（株）Food & Beverage Solutions Nutrition Scientist

脳機能計測とその活用（16：05-）

大和製罐
（株）

脳機能活性化コーナーセッションⅡ

食物繊維による腸内からの健康増進（14：00-）

竹由来の不溶性食物繊維で物性改良（14：35-）

（12：10-）

新田ゼラチン
（株）営業一部

コンビ
（株）ライフサイエンス事業部 開発技術グループ マネージャー

サーチュイン遺伝子活性の特許原料、肌質改善素材サートマックス®（14：25-）

●食物アレルギー対策セッション 15：40-16：10

あんこ知新！和みすいーつ、作りませんか？（12：45-）

EC-12はなぜ殺菌されていても腸内環境改善効果をもたらすのか？（13：45-）

西﨑 泰弘

ミニボトル缶を用いた機能性飲料開発と小ロットOEM製造について
（仮）

日本プロテイン＆スイーツ普及協会

13：00-14：50

（11：55-）

三井製糖
（株）フードサイエンス営業部

良食体健cafeセッション

岸野 重信

軽度肥満者におけるエラグ酸含有食品の体脂肪低減作用について（13：50-）

（15：45-）

テート＆ライルジャパン
（株）Food & Beverage Solutions Nutrition Scientist

京都大学大学院 農学研究科 准教授
東海大学医学部付属東京病院 病院長

（14：40-）

食物繊維による腸内からの健康増進（11：35-）

経済産業省 商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課 木俣 宏隆

（11：25-）
若返り物質
「オステオカルシン」
への直接関与素材
「ボンオリーブ」

吉竹 政子

4月23日（木）

分散性に優れたナノ型乳酸菌による感染防御・脳腸相関作用（11：15-）（株）IHM

東京大学大学院 総合文化研究科 身体運動科学

運動器疾患とコラーゲン摂取効果

14：00
▼
14：45

（独行）
中小企業基盤整備機構 販路支援部 海外展開支援担当

●HACCP・品質管理セッション 10：30-12：35
槻木 恵一

（11：15-11：55）
【基調講演】
経済産業省による認知症施策の推進
「官民連携」
について

ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング
（株）食品ユニット ASMグループ マネージャー

食品の輸出に関して〜必要な分析報告書の確認事項〜

10：30-12：25

神奈川歯科大学大学院 歯学研究科口腔科学講座 教授

伊賀瀬 道也

都築 伸幸

【基調講演】食物アレルギー対策への多方面からの取り組み
（仮）

（10：30-11：10）
【基調講演】
腸-唾液腺相関による唾液力の強化と食品

愛媛大学大学院医学系研究科 抗加齢医学
（新田ゼラチン）
講座 教授
愛媛大学附属病院抗加齢・予防医療センター長

佐藤 健司

注目！新登場
「とらふぐコラーゲン」
のご紹介（12：50-）

腸内改善コーナーセッションⅡ

10：30-12：55

（10：30-11：10）
【基調講演】
認知機能改善につながる食品成分の探索
（仮）

京都大学大学院 農学研究科 応用生物科学専攻 教授

（12：00-）

4月24日（金）

農林水産省 食料産業局 食品製造課 食品企業行動室 室長

知らなきゃ損！中小機構の活用事例

教授

アンチエイジングと食と運動

【基調講演】国際的な食品安全管理規格
「JFS」
で海外進出を支援（14：30-15：00）

聴講無料

タウリンと運動疲労

15：00
▼
15：45

八田 秀雄

順天堂大学 医学部 生化学・生体防御学

岡山大学大学院

●輸出対策応援セッション 14：30-15：35

座長：八田秀雄
（東京大学大学院）

長岡 功

金谷 重彦

【基調講演】食品ロス削減のための食品保存試験（12：20-12：50） （一財）食品分析開発センターSUNATEC CRM部門統括 服部 聰司
ゲルハルトジャパン
（株）営業部 係長 引地 恭平
ヘリウムガス消費量低減に対応したデュマ法装置のご紹介
（仮）
CEMジャパン
（株） 中澤 隆
ソックスレーなどの従来手法の溶媒抽出を5分程度に短縮する最新技術を紹介します
（株）
バイオクロマト 菊地 剛
固相抽出による分画・精製・脱塩から濃縮・乾固までを1台で行えるシステム
（有）
サービステックジャパン 草山 泰和
オートアナライザーによる食品・飲料の成分分析
機能性食品開発にむけた成分分析支援サービスのご紹介
（仮） ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（株）営業企画部 佐藤 基

ビーガンフード向け不溶性食物繊維の活用（15：40-）
ファイバー強化キウイドリンク（16：00-）

※各社15分間のプレゼンテーションとなります。

タウリンと運動の関係について

座長：山本正次
（ファンクショナルフード学会）

グルコサミンの軟骨保護作用
−抗炎症作用とオートファジー誘導作用−

13：10
▼
13：55

●分析
（栄養・微量成分）
セッション 12：20-14：25

デュポン ニュートリション＆バイオサイエンス

天野エンザイム
（株）産業用酵素開発部 用途開発チーム

会場：企画ゾーンステージ【食の安全・科学】

【基調講演】食品開発におけるデータサイエンスの効果的な活用と日本食品化学学会第26回学術総会in奈良

UDFアプリケーションのご紹介〜酵素で実現! ほどよく柔らかい野菜
（15：20-）

聴講無料

【スポンサーセミナー】
12：10
持続エネルギー パラチノース のスポーツ分野へ
▼
12：55
の活用

Res、三井製糖（株） 座長：青柳清治

骨と関節強化

食の安全・科学ゾーン

おいしく塩分控えよう！減塩しょうゆのご案内（14：15-）

佐藤食品工業
（株）技術品質保証部

エー・ディー・エム・ジャパン
（株）アプリケーションマネージャー

パネリスト：Peter

食の安全・安心に関わる素材や分析技術、精度管理、アレルギー、HACCP などの情報
が集結！

香料原料製品
（Natural製品やHalal、Kosher対応品を含む）
供給サービスのご紹介（14：35-）

現在、オランダのオリンピックチーム（TeamNL）のパフォーマンス栄養士として勤務中。担
当競技は女子フィールドホッケー、男子水球、バドミントン、柔道など。オランダトライアスロ
ン協会トップ選手コーチでもあり、自身もトライアスロン選手。オランダの強豪サッカークラ
ブチーム、AFC Ajax Amsterdam（アヤックス・アムステルダム）栄養部長など、各競技種
目のトップ選手のスポーツ栄養指導を歴任。

出口

日本うま味調味料協会

乳タンパクやえんどうタンパクをカレーで摂取！プロテインカレー（14：20-）
日成共益
（株）食品材料第1部

13：30-16：30

（13：30-14：10）
【基調講演】
うま味調味料が演出するおいしい食卓
（仮）

藤本 果南

アピ
（株）新規事業開発部新規事業開発課

味と香りのセッション

太田 英佑

栄養学博士
PhD,執行役員

パネルセッション
11：40
世界レベルのパフォーマンスにつながる
▼
12：10 〜スポーツ栄養学の戦略

江面 浩

アスリートの素質や日々のトレーニン
グだけで栄光は勝ち取れない。スポー
ツ栄養学に基づいた戦略こそが、世界
レベルのパフォーマンスにつながる。
オランダのオリンピックチームが、どの
様に東京2020の暑熱対策を考えてい
て、選手レベルにそれらを落とし込ん
で準備しているのだろうか。専属のパ コーディネーター
フォーマンス栄養士のPeter Res氏を
青柳 清治
お招きしてお話を伺う。
株式会社ドーム

How the Dutch Olympic Team is
preparing for the heat in Tokyo
with advanced and basic sports
nutrition

DARK

ドリンクやゼリー
の無料配布も！

アンチドーピング認証取得
リポビタンDとリポビタンJELLY for Sports を無料配布！

Peter Res（ピーター・レス）

10：20
▼
11：40

スポーツ
ニュートリション

渕野 裕之

栃木県における
「おいしさの見える化」
への取組（12：50-）

進化した日持向上剤で食品ロスを低減！
酢酸ナトリウム製剤
「ミライエースNu」
のご紹介（12：40-）

キッコーマン食品
（株）加工用営業本部

輸出対策コーナー
/ 工場管理コーナー

企画ゾーン

食と運動をつなぐ

会場：企画ゾーンステージ【スポーツニュートリション】

スポーツ栄養学を駆使して東京2020に備える

WHITE
MILK

聴講無料

4月22日（水）

※講演タイトル、講師は 2 月 1 日現在のものであり予告
なく変更になる場合がございます。最新事情は随時公式
サイトおよび食品化学新聞社の媒体にてご利用ください。

ゲノム編集技術を利用して作出した高GABAトマトの紹介（12：30-）

うま味調味料〜アピうま味ミックス
（減塩）
について（13：00-）

ヤマキ
（株）かつお節・だし研究所
所長 藤原 佳史

企画ゾーン

食の安全・科学

トータルビューティ/ 腸内改善 /
脳機能活性化 / 機能性食品開発・
分析・評価支援コーナー

アスリートをはじめスポーツを楽しむすべての人に向けた“食”を考える
注目のゾーン！
国内外の専門家による、食と運動の関係をわかりやすくご紹介します！

【基調講演】

HFE 良食体健

企画ゾーン

植物エキスライブラリーを活用した地域振興とブランド創生（12：10-）

井西 摩耶

守田化学工業
（株）営業グループ営業第二チーム チームリーダー

企画ゾーンステージは
全て聴講無料‼( 事前申込不要 )
直接会場へお越し下さい。

（一社）
北海道バイオ工業会／
（一財）
四国産業・技術振興センターほか

世界で注目！ステビア甘味料のご紹介（11：40-）

日本新薬
（株）機能食品カンパニー 営業企画部 フードマテリアル企画推進課

（13：30-14：00）
【基調講演】
「だし」
をもっと日本中へ、そして世界へ広げていく
「だし活プロジェクト」

天然香味だしシリーズのご紹介（14：35-）

村田 雄司

サラヤ
（株）生産本部 天然素材研究所 取締役所長

“ 観る、聴く、味わう、測る”
体験型コンテンツも！
出展社製品を配合した
サンプルを無料配布！

製品開発に役立つヒント
が満載の企画ゾーン！

手洗い体験ブースが登場！
”HACCP に繋ぐ、
一般的衛生管理の
基本は手洗い！ ”
輸出対策相談ブースも！

国立研究開発法人水産研究・教育機構 増養殖研究所 量産実証グループ
ウナギ種苗量産研究センター 里見 正隆

（11：05-）
食後血糖管理のための低GI食品『ラカント と へるしごはん』

宮本 圭介

10：30-13：00

（10：30-11：00）
【基調講演】
日本各地の伝統的な調味料
「魚醤油」
の
製造技術と産業化への可能性
（仮）

（株）
ローカーボランド
代表取締役 藤本 なおよ

粘弾性測定による おいしさ, 食感, 官能評価 の定量化（11：05-）

受付

4月24日（金）

10：30-16：30

（一社）
おいしさの科学研究所
理事長 山野 善正

（11：25-）

入口

4月23日（木）

10：30-13：00

聴講無料

会場：企画ゾーンステージ【 おいしい 提案】

おいしさに関する素材を集約した、試食・試飲可能な「“おいしい”提案ゾーン」。味と香りに特化した「味と香りのコーナー」と、日本各地の
食品素材・機能性食品素材が集まる「食の地域ブランド創生コーナー」を展開。出展製品を使用した弁当の販売や、スープの味の決め手と
なるだしなどを試飲できるセミナー「スープトライアル」も実施！

4月22日（水）

味と香りのコーナー / 食の
地域ブランド創生コーナー

出展社製品を使用
したオリジナル
弁当を販売！

食と運動をつなぐ！スポーツニュートリションゾーン

城西国際大学 薬学部 医療薬学科

16：20
▼
16：30

臨床栄養学研究室

教授

閉会挨拶、
（一社）ウェルネスフード推進協会活動紹介、
ウェルネスライフジャパンについて
大澤 裕樹
（一社）ウェルネスフード推進協会 理事

