FABEX関西2018出展社一覧（予定）
■食品・食材
出展社名
アイリスフーズ株式会社
朝日共販株式会社
あぶくま食品株式会社
株式会社天塩
淡路地域商工会振興協議会
アンベール・ジャパン株式会社
イーストプランニングジャパン株式会社
石光商事株式会社
伊那食品工業株式会社
印南養鶏農業協同組合
株式会社ウエストカントリー
一般社団法人大阪外食産業協会
小川珈琲株式会社
株式会社カリフ・ジャポン
関西鋼業株式会社
クラカコーポレーション株式会社（倉敷青果荷受組合）
株式会社くらこん
サムテック・イノベーションズ株式会社
株式会社 サン・クロレラ
株式会社JA加美よつばラドファ
株式会社ジビエ
食と花の世界フォーラム組織委員会
有限会社馨食
株式会社多田フィロソフィ
株式会社田中食品興業所
築野食品工業株式会社
テンダープラス ジャパン株式会社
東海漬物株式会社
株式会社ナカシン冷食
中野BC株式会社
南西食品株式会社
日仏商事株式会社
日米珈琲株式会社
日光ゆば製造株式会社
日世株式会社
株式会社日本海隠岐活魚倶楽部
日本シュリンク包装卵協会
日本食研ホールディングス株式会社
日本農産工業株式会社
伯方塩業株式会社
萩原珈琲株式会社
株式会社比叡ゆば本舗ゆば八
フィリピン総領事館
株式会社ブルボン
株式会社マックス食品工業
松谷化学工業株式会社
株式会社松原製餡所
株式会社丸八製菓
株式会社まんでがん
株式会社ミスズライフ
一般財団法人 都城圏域地場産業振興センター
ミントハウス株式会社
森永乳業株式会社
株式会社やながわ
株式会社山形屋商店
ユーロインターナショナル株式会社
横山香料株式会社
ラス・スーパーフライ株式会社
和歌山県商工会連合会

主な出展予定品
業務用餅

WebサイトURL
https://www.irisfoods.co.jp/

国産桃のコンポート

http://www.abukumafoods.co.jp

アンベールマロン商品、シコリ冷凍フルーツ商品
トリュフ、ポルチーニ、松茸、わさび、冷凍農産物等

http://imbert.co.jp
http://www.ep-japan.co.jp

お惣菜のお困り事を解決する「プチドリップ」、葛食感 http://www.kantenpp.co.jp
ゼリーの素「イナアガーK」
鶏肉加工品他
http://www.innami.or.jp
急速冷凍加工した白桃

カット・ホール野菜全般（加工業務用・一般消費者向 http://kuraka-g.com/
け）、ドレッシング
ひよこ豆のペースト「HUMMUS」や塩こんぶなどの海 http://www.kurakon.jp
産乾物
デザート、スイーツ、ベーカリー商品開発に役立つク sunchlorella.kyoto
ロレラ原末
だて正夢ごはん、金のいぶき発芽玄米ごはん
http://www.jaradfa.jp/
焼きたてパン生地を中心とした朝食ビュッフェのトー gibierx.com
タル提案、ワイン
冷凍野菜（百合根/銀杏/栗/南瓜/人参/さつま芋/
慈姑等々）、栗甘露煮等 瓶詰商品・笹の葉等々
こめ油

http://www.tsuno.co.jp

常温国産白菜キムチ
ドライフルーツ、冷凍フルーツ

http://www.nakashin-ff.co.jp/davao/index.htm

チョコレート、マカロン、タルト、チョコレートシェル他

http://www.nichifutsu.co.jp

ソフトクリーム関連資材
活イカ・活魚・活あわび・活さざえ・隠岐の岩ガキ・プ
ロトン凍結品（剣先イカ・岩ガキ）
鶏卵、シュリンク包装卵、オムレツの日
豚骨ラーメン

http://www.nissei-com.co.jp
http://www.oki-katsugyo.jp

伯方の塩
珈琲

http://www.hakatanoshio.co.jp
http://www.hagihara-coffee.com/

希少糖含有シロップ「レアシュガースウィート」
あんこ、かのこ豆
みたらしだんご、わらび餅、チョコマント
讃岐もち麦ダイシモチ、五岳の譽 焙煎甘酒
冷凍カットぶなしめじ、冷凍ぶなクイーン

http://www.matsutani.co.jp
http://macan.co.jp
http://www.yagumo.co.jp
http://www.zentsuji-mandegan.jp/
http://www.misuzu-life.co.jp
http://www.jibasen.com/
http://www.minthouse.co.jp

蜂蜜＆オリゴ糖入りフルーツソース、ストレートレモ
ン、ライム果汁、ゆず塩、りんご糖
各種製菓用クリーム、チーズ類、デザート向け食材、
粉乳関連
黒大豆煮豆製菓用、丹波黒大豆きな粉、丹波大納言
小豆鹿の子
仙台麩業務用スライス14mm-250g
イタリアンジェラート
製菓・製パン向け香料、材料
シークラムジュース、鴨肉、ソフトシェルクラブ、桜海
老、パンガシウス、エスカルゴ

http://www.kyuchan.co.jp

http://jsa-egg.jp
http://www.nihonshokken.co.jp

http://www.morinagamilk.co.jp
http://tamba-yanagawa.co.jp/
http://sendaifu.jp
http://www.euroint.co.jp
http://www.yokoyamakoryo.co.jp
http://www.rassuper.com

FABEX関西2018出展社一覧（予定）
■機器・器具
出展社名
株式会社明電光
株式会社アストラ
株式会社イーライフ
株式会社ISEKIトータルライフサービス
エー・エム・プロダクツ株式会社
エバーピュア・ジャパン株式会社
株式会社エピック
株式会社エムエフエム
一般社団法人大阪外食産業協会
オルガノ株式会社
株式会社型久堂
関西鋼業株式会社
株式会社カントー
株式会社北越
近畿厨房機器協同組合
弘進ゴム株式会社
コーンズテクノロジー株式会社 インダストリアル マシナリー カンパニー
株式会社コトブキベーキングマシン
株式会社コントラスト
蔵王産業株式会社
サムテック・イノベーションズ株式会社
三幸機械株式会社
株式会社サンワ
鈴茂器工株式会社
株式会社太幸
株式会社高砂
WMF株式会社
株式会社ツジ・キカイ
株式会社DG SALES
株式会社テックコーポレーション
株式会社寺岡外食ソリューションズ
東邦アセチレン株式会社
中井機械工業株式会社
西山工業株式会社
ニチワ電機株式会社
日世株式会社
長谷川化学工業株式会社
株式会社ヒガシモトキカイ
ヒゴグリラー株式会社
不二精機株式会社
株式会社フジマック
株式会社保坂製作所
ホシザキ株式会社
本田技研工業株式会社
株式会社マスターマインド
株式会社ムラコシ
株式会社よし与工房
株式会社ラショナル・ジャパン
レオン自動機株式会社

主な出展予定品

WebサイトURL

KA-700H
食品工場・飲食店向け防虫剤、衛生用品、害虫駆除
用品
全自動炊飯機、自動洗米機、酢合わせ機
バックヤード用・厨房出入口用油液体吸収マット、
HACCP対応清掃用ブラシ
業務用浄水器、軟水器、ハイフローシステム

http://www.e-astra.co.jp
elife-web.co.jp

カローダEB-SUS（材料投入機）、紙管リフター
縦型ミキサー

http://k-kantoh.co.jp
http://www.kitakoshi.jp/

衛生対策に！汚れが付きにくく取れやすい安全長
靴。滑りにくい靴底で転倒防止。
産業用インクジェットプリンタ、サーマルプリンタなど

http://www.kohshin-grp.co.jp

http://www.iseki-tls.co.jp/
http://www.ampro.co.jp
http://www.everpure.co.jp

https://www.cornestech.co.jp/imc/

食品製造・加工・調理現場の環境整備、衛生管理を http://www.zaohnet.co.jp
強力にサポートする清掃・洗浄機器
衛生商品（手袋・マスク）、包装資材全般
寿司ロボット、のり巻きロボット、飯盛機、関連資材

http://www.sanwa1926.com/
http://www.suzumo.co.jp

HACCP対応の日本製清掃用具。金属検出機対応ブ http://www.shidapalm.co.jp
ラシ。特注、カスタマイズ可能。
WMF社schaerer社製コーヒーマシン、リップルズ（ラテ http://www.wmf-japan.co.jp
アートプリンター）
節水ノズル「バブル90」
http://www.bubble90.jp
電解水を使った洗浄・除菌等の衛生管理のシステム http://www.techcorporation.co.jp/
や酸性電解水を使った手洗い機など
http://www.teraokaseiko.com/jp/teraoka-hospitality
タッチパネル式券売機Lio、対面セルフレジ「Happy
卓上・床置き型「WMSシリーズ」冷水機、その他設計
商品
スチームコンベクションオーブン、小型コンベアー
オーブン、赤外線連続フライヤー
ソフトクリーム関連資材
「抗菌カラーまな板」「抗菌ハイテクスパテラ」等の調
理用品
700Ｌ低床式バキュームミキサー、オープナー、パウ
ダーミキサー
電気式焼物器

http://www.nishi.co.jp

冷蔵ショーケース

http://www.co-hosaka.co.jp

http://www.nichiwadenki.co.jp
http://www.nissei-com.co.jp
http://www.hasegawakagaku.co.jp
http://www.higashimoto.co.jp
http://www.higo-griller.co.jp

車
http://www.honda.co.jp/
フルカラーで高精細に食品素材にダイレクトにプリン http://www.mastermind.co.jp/
トできるFOODプリンタ
100V仕様サイクロン式集じん機
http://www.murakoshi.jp

FABEX関西2018出展社一覧（予定）
■容器・包装
出展社名
株式会社朝日化成
一般社団法人大阪外食産業協会
大阪ポリヱチレン販売株式会社
株式会社坂井印刷所
スリーエム ジャパン株式会社
株式会社SOPAKかねみつ
大黒工業株式会社
中澤函株式会社
株式会社橋本パッケ
パッケージ通販 株式会社清和
株式会社BMターゲット
株式会社ホワイトハウス
松本印刷株式会社
■その他
出展社名
株式会社旭屋出版
株式会社アニー
株式会社アルスノヴァ
株式会社生野
株式会社エヌジェイシー
株式会社エフディート
一般社団法人大阪外食産業協会
香川県企業誘致推進協議会
株式会社澤村
株式会社柴田書店
食と花の世界フォーラム組織委員会
協同組合全日本洋菓子工業会
一般財団法人日本食品分析センター
日本特殊塗料株式会社
特定非営利活動法人日本フードコーディネーター協会
株式会社VIPグローバル
株式会社メルシー
株式会社ヤマト

主な出展予定品
WebサイトURL
真空成型用木型・プラスチック真空成型品各種・プラ http://www.kk-asahi-kasei.co.jp
スチック加工品各種
安心と安全を守る坂井印刷所が提供するオリジナル
パッケージと各種販売ツールのご紹介
弁当テープ629、キャリーハンドル
樹脂型を使用したトレーの提案
エコ食品容器、業務用厨房消耗品、外食・中食関連
消耗品
Hiタイプケーキ函、アントルメ用プレート
箱・袋などあらゆるオリジナルパッケージを少ロットか
らお届けします。
パッケージからPOP用品まで約5000点を品揃え。今
回は中身の見える袋や箱などを紹介。

http://www.sakai-prt.co.jp
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/

https://sopak.co.jp/
http://daikoku-com.jp
http://nakazawahaco.co.jp/
http://www.e-hakoya.com
http://www.seiwa-p.co.jp

別注パッケージ、POP、及びそれらに関するデザイン http://www.matsumoto-printing.co.jp
主な出展予定品
書籍、雑誌
顧客管理POSシステムninapos
食品業界向け販売・在庫・製造原価管理システム「豪
商」
営業を休まず、閉店後から翌日の開店までの時間を
利用して厨房床を改修する工事業
配達・受注・販売・仕入業務支援パソコンシステム
（石川県活性化ファンド事業）

WebサイトURL
http://www.asahiya-jp.com
http://www.annie.co.jp
http://www.arsnova.co.jp
http://homepage1-ikuno.life.coocan.jp
qdeli.jp

香川県の企業誘致PR、観光案内等
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kigyoritti/
工場建設の全国ネットワーク「TOP FACTORY」信頼 http://topfactory.jp/
できる価格や機能で納得できる工場づくりを
書籍、雑誌
http://www.shibatashoten.co.jp
食品の栄養分析、衛生試験等の受託相談及び情報 http://www.jfrl.or.jp
提供
工場、及び厨房の床の改修方法をご提案
http://www2.nttoryo.co.jp
管理医療機器（エスコート・エイチ）リフレッシュマシン http://www.merci-net.co.jp

