WEBより事前登録を行い、
入場バッジを印刷してお持ちください。
こちらの招待券では入場できません。
入場の事前登録が必要です。
本券をお持ちでない場合は、
入場料5,000円
（税込）が必要です。

WEBより事前登録を行う際、必ず登録用シリアルナンバー
cww2022eの英数字をご入力の上、ご登録ください。

日本最大のカフェ・健康産業総合展

Cafe & Wellness Week

会

期

CAFERES JAPAN 2022
CAFE & RESTAURANT JAPAN

CRJ
CAFE & RESTAURANT

JAPAN

★★★★★

★★★★★

回

１０

Japan Bakery&
Sweet Show

食中毒・店舗衛生対策展

TDS

第１回

第１回

Japan Noodle Show

Take-out &
Delicatessen Show

Sustainable

Food EXPO

第１回

第３回

生活習慣病予防展

第３回

第８回
HEALTHY LIFE

病気リスクの高い生活習慣病予防向け製品・サービス専門展

Cafe＆Wellness Week実行委員会

心と体の癒しと睡眠改善のための製品・サービス専門展

持続可能な社会のための食品・健康食品専門展

RICE

サステナブルフードEXPO

世界中のお米・お米加工品・穀物・調理器具が集まる専門展

XPO

催

NPO法人日本茶インストラクター協会

構成展示会

ウェルネスフードEXPO

主

シリアルNo cww2022e

ウェルネスライフジャパン 2022
健康食品・自然食品・食品素材に関する専門展

東京ビッグサイト 東展示棟4〜6ホール

TEL：03-5363-1701 E-mail：visitor@tso-int.co.jp

Take-out &
Delicatessen Show

食と生活改善によりQOLの高いライフスタイルを実現する健康産業総合展

ELLNESS
IFE APAN

場

【お問合せ】
展示会運営事務局
（TSO International株式会社内）

テイクアウト・総菜 & デリカ向け食品・資材・サービス専門展

世界中のあらゆる麺製品・専用調理器具が集まる専門展
Japan
Noodle
Show

除菌・殺菌・換気対策・清掃などの食中毒・衛生対策専門展
第２回

第３回

第

ベーカリー & スイーツ向け素材・機器・容器・サービス専門展

会
Ⓡ

構成展示会

カフェ・喫茶店・コーヒービジネスに関する製品・サービスが一堂に集まる専門展

7月 27日（水）〜29 日（金）

2022 年

10:00〜17:00

日本最 大 級のカフェ・ベーカリー・レストラン総合展

お米・穀物産業展 2022

展示会・専門セミナー・イベントの最新情報を更新中！
カフェ&ウェルネス
ウェブサイトhttps://cafewellness.jp/

食と健康に関する製品・サービスを扱う600社（※）が一堂に出展
日本最大級のカフェ＆ベーカリー・健康産業に関する総合専門展として盛大に開催！
本展は、完全事前登録のため、こちらの招待券とお名刺をお持ちいただくだけでは、
ご入場できません。➡専用サイトより事前登録が必要になります。
事前登録を行う際、必ず登録用シリアルナンバー
cww2022e
c&w2022t
英数字をご入力の上、ご登録ください。
事前登録での入場方法

1

展示会
公式HPから
事前登録を
行う

3

印刷した
用紙、
名刺、
身分
証明書をお持ちの上、
受付の「事前登録」
レーンへ

登録後、
2 マイページから
入場バッジを
「カラー」
で印刷する

4

受付でバーコードを
読み取り
チェックインして、
会場へご入場
ください。

Cafe & Wellness Week
事前登録QRコード
登録用シリアルナンバー
cww2022e

▶当日登録は時間がかかりますので、
必ず事前登録を行ってください。

※ 事前登録後、
入場バッジを来場業種の選定確認のためA４サイズ・カラーで印刷してご持参ください。
当日会場にて登録・印刷できますが、
大変混
雑が予想されます。
事前登録をして印刷していただくと、
展示会場にスムーズに入場することができます。
※ 入場の際、
登録内容の確認のため、
入場バッジ・お名刺と顔写真付きの身分証明書
（免許証、
パスポート、
社員証など）
をご提示いただきますので、
必ずご持参ください。
※ ご登録いただきましたお客様の情報は、
本展示会の運営をはじめ、
各種情報のご提供、
アンケートのご依頼ならびに展示会運営事務局からのコン
タクトなどに利用させていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。
豊洲駅

会場へのアクセス

りんかい線
国際展示場駅

至大崎駅

（東京ファッションタウンビル）

ゆりかもめ

東京ビッグサイト駅

有明フロンティアビル

TFT ビル

至新木場駅

有明病院

東京ビッグサイト
アクセス

東京ビッグサイト駅

有明
セントラルセンター

東展示棟
１〜3 ホール

会議棟

※本展専用駐車場のご用意はございません。
東京ビッグサイト及び周辺の駐車場をご利用いただくか、公共機関を利用してのご来場をお願いいたします。詳しくは
https://www.bigsight.jp/visitor/access/をご覧ください。

カフェ・ベーカリー・スイーツ、健康食から生活改善に関する
最新製品、サービスなど１万点以上 が出品！
（※）

（※）最終募集予定数

Cafe & Wellness Week

は、
以下の専門展で構成され、全ての製品・サービスの仕入れが可能です。

Japan Bakery&Sweets Show

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

小麦粉、米粉、酵母、各種生地材料
チョコレート、フルーツ、フィリング、各種具材
乳製品、バター、オリーブオイル、各種油脂類
冷凍パン・ケーキ、各種デザート
製菓・製パン機械、オーブン
型枠、調理器具
包装紙、化粧箱、包装機器・資材
ショーケース、陳列棚、什器
冷凍設備、アイスクリームマシン、冷凍技術
POSレジ・決済システム、店舗運営システム など

コーヒー、ティー、お茶
ソフトドリンク、他飲料
各種食材
調味料、ソース
ピザ関連商材
コーヒーマシン、焙煎機、ミル
厨房、調理器具
店舗運営備品、設備
カップ、食品容器、食器
家具、内装設備 など

世界中のあらゆる麺製品・専用調理器具が集まる専門展

Japan Noodle Show

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

食中毒対策製品・サービス
消毒設備、消毒用品
食品検査サービス
換気対策製品、空調設備
パーテーション、飛沫防止製品
抗菌製品、抗菌グッズ
非接触対応レジ、POS製品
キッチン衛生機器、用品
清掃機器、清掃製品・サービス
消毒・清掃サービス など

麺（パスタ、うどん、そば、ラーメン など）
麺材料、小麦粉
調味料、塩、コショウ
ソース、スープ
具材、トッピング材料
製麺機、撹拌機
茹で麺機
専用機器、専用調理機
厨房設備
食器、テーブルウェア など

肥満対策製品・サービス、メタボ対策食品
免疫向上製品・食品
糖尿病対応食品、低糖質食品
歩行改善、歩行サポート製品
ストレッチ機器、バランス改善機器
肩こり、腰痛対策製品
禁煙対策製品、サービス
禁酒、節酒対策製品、サービス
健康アプリ、食事改善アプリ
検診サービス、人間ドック など

Sustainable

Food EXPO

持続可能な社会のための食品・健康食品専門展

サステナブルフードEXPO

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

オーガニック食品・原料
ビーガン・ベジタリアンフード
オーガニック加工食品・飲料
フェアトレードフード
プラントベースフード・飲料
プラントベースフード食品原料
代替食
ナチュラルフード
昆虫食・加工品
フードロス対策サービス など

XPO

４

お米・穀物産業展

回

テイクアウト・総菜向け包装資材・機器
バッグ、エコバッグ、リサイクル資材
保冷剤、保温機器、保温包装資材
使い捨て資材・カップ（ナイフ、フォーク、箸）
調理済み食品、半加工食材、調味料
オーダー管理システム、受注システム、ラベラー
厨房設備、調理器具
ケータリングサービス、ケータリング向け資材・食器
フードバス、ケータリングカー、宅配車
宅配支援システム、配送サービス など

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

旧称：ストレス対策産業展

アロマ製品・お香
マインドフルネスプログラム・サービス
健康経営支援・コンサルティング
ストレス低減食品・グッズ
機能性衣料
機能性寝具
睡眠改善製品
睡眠計測機器・アプリ
睡眠サポート食品・サプリメント
音楽・照明・空調設備 など

第

Take-out & Delicatessen Show

HEALTHY LIFE

病気リスクの高い生活習慣病予防向け製品・サービス専門展

生活習慣病予防展

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

世界中のお米・お米加工品・穀物・調理器具が集まる専門展

テイクアウト・総菜&デリカ向け食品・資材・サービス専門展

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

健康食品
機能性食品
サプリメント
機能性食品素材・材料
OEM、ODMサービス
健康系オイル
健康スナック、ナッツ類
フルーツ、ドライフルーツ
低GI食品、グルテンフリー食品
アレルギー対応食品 など

第１回

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

Japan
Noodle
Show

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

第３回

食中毒・店舗衛生対策展

第１回

第２回

除菌・殺菌・換気対策・清掃などの食中毒・衛生対策専門展

心と体の癒しと睡眠改善のための製品・サービス専門展

ウェルネスフードEXPO

第８回

第３回

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

健康食品・自然食品・食品素材に関する専門展

ベーカリー&スイーツ向け素材・機器・容器・サービス専門展

第３回

カフェ・喫茶店・コーヒービジネスに関する製品・サービスが一堂に集まる専門展

（2022年5月10日現在）

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

お米、ブランド米
米粉、米粉製品
穀物、シリアル類
炊飯器、精米機、圧力鍋
調理機器
食器、テーブルウェア
穀類食品、調味料
おかず類、ごはん専用調味料
スイーツ、お酒
その他加工品 など

本展では、徹底した新型コロナウイルス感染症予防対策を実施いたします。

フィジカル

※ 体調の優れない方、37.5度以上の熱のある方などは医師・看護師の判断により入場
をお断りさせていただく場合がございます。感染症対策の一環として、セキュリティを
高めた運営にご理解とご協力をお願いいたします。
※ 感染症対策ガイドラインは、変更になる場合がございます。
※ 政府・会場・日本展示会協会のガイドラインに従い、最新のもので運営いたします。

オリーブオイル＆ヘルシーオイルパビリオン 脱プラ・リサイクル製品パビリオン スパイス＆ハーブパビリオン レストラン無人化推進パビリオン

Pick up

話題のオリーブオイル、健康
系オイルが数百点集まり、全
て試飲が出来ます。

法改正で対策必須の脱プラ・
リサイクル製品を一度に比
較検討出来ます。

特徴のある製品、汎用性の
高いタイプ、シーズニングな
どス パイス・ハーブが集い
ます。

人手 不足、人件費の高騰と
いった課題解決のための無
人化ソリューション相談窓口
です。

注目製 品
話 題 の 製 品を 一 堂
に 集 めたコ ー ナ ー
を設置しています。

機能性まくらパビリオン 発酵食品パビリオン ウェルネス＆ダイエットドリンクバー ノンアルコール＆低アルコールドリンクバー
コロナ禍で問題となっている
「睡眠障害」解決のための「機
能性まくら」が集まります。

健康・免疫力向上のキーワー
ドで 注目の「発酵 食品」を
集め、メニュー提案を行いま
す。

全て試飲可能な、人気の「低
カロリーヘルシー・健康ドリ
ンク」
、
「美容系ドリンク」が
集います。

コロナ禍で人気の国内外ノン
アルコール・低アルコール飲
料を集め、メニュー提案を行
います。

出展社一覧 その他にも多数の企業が出展を予定しております。（50音順、一部抜粋。2022年5月2日現在）
（株）アールケーエンタープライズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）RDサポート／（株）アイメックRD
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）i・ライフソリューションズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）IDEA HOUSE（日本支社）
【共同出展】
（株）IDEA FOOD SUPPORT
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）青芳
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
赤城食品（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
暁酵素産業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アクルス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アサヒビール（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
亜細亜食品（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Asiatic Solutions
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
亜細亜物産（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ASIAMIX（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）味千汐路
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アズディップ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ＡＤＥＫＡ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アトリエ玄米デカフェ by MNH Co., Ltd.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アフリカンドリーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アプレヴトレーディング（株）
【共同出展】
（株）
シブヤ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アベシン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Avocado Oil New Zealand
【共同出展】
（株）
メルクマール
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アルファブックス／（株）アルファ企画
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アルマテラ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
淡路麺業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
E3Live Japan
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
イシヤマユウエン（同）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一心商事（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
伊藤超短波（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）稲庭宝泉堂
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
IMPACT S
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）インフィニティー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
INFOTRADE MEDIA CO., LTD.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ウィル
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ウエシマコーヒー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）ウェルネス総合研究所
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ヴォーチェ
（ミライ・シリーズ）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）魚沼新潟物産
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（同）
Ｖｏｌ．
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
宇治の露製茶（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）内田販売システム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
WoodyWood
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）UNO
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
う米めん UMAIMEN アルファ電子（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）エイ・アイ・シー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
エイシン電機（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）榮太樓總本鋪
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
XTEND Japan
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Sマシン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
江戸川物産（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
Ｎʼｓティーカンパニー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）NTC
【共同出展】
小林産業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）エフ・エム・アイ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）エフアンドビー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
F&Pジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）FCC
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）エム・シー・フーズ
【共同出展】
日本紅茶協会ブース内
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）MAC
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
エムケー精工（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）エムズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
遠赤青汁（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）大泉工場
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）岡林農園
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
小川珈琲（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
小田象製粉（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）オフィスセレーヌ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）小柳津清一商店
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）折兼
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
オリザ油化（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
オンガネジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
KAKAZOO
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）カジュッタ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）カジワラキッチンサプライ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
カナダビーフ国際機構
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）金山精機製作所
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
カネカ食品（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）カミーノ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
KALDI COFFEE LAB INC
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）カレルチャペック
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ギーセンジャパン／ネイビーブルー（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
キッコーマン食品（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
キャピタル（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

共栄製茶（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）餃子計画
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）キングジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
クイジナート
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
クラウン・パッケージ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
クラッチコーヒー／デロンギ・ジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
クリアデザイン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
グリーンカルチャー（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
グリーンハート・インターナショナル
【共同出展】
（株）新・栄
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
クリタ食品（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
クレンジングライフ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
グローアップ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
グローバル・ビジョン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ケイオー・フレックス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ケイロン・ジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ケーピープラテック
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
K LASER TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
幸福米穀（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
神戸紅茶（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Coesam Japan
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
極上珈琲 生豆本舗
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ココウェル
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
コスモサウンド
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
小林クリエイト
（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
小林産業（株）
【共同出展】
（株）NTC
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
コミヤンフーズ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
コミュニケーション・エンジニアーズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
コンビ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
サーモス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
栄新薬（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
酒田米菓（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さぬき麺機（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
サンエイト貿易（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
三共食品（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）サンテミリオン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
三能ジャパン食品器具（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）三明インターナショナル
【共同出展】
日南製薬（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）三洋産業
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
THE EARTH Crew
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
CTJ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ジールプロダクト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ジェイエイチキュー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）J-オイルミルズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ジェイセップ九州（有）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
JAFFER JEE BROTHERS
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ジェラルドマクドナルドアジア（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（公財）静岡県産業振興財団
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ジップ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
SHIMIZU SANGYO(H.K.) Co., Ltd.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ジャスティ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ジャストウェア（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ジャパン・ティー・
トレーディング（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
正絹羽毛ふとん（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
城北麺工（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
昭和交易（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）神鋼環境ソリューション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）SʼUIMIN
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
睡眠栄養指導士協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ストック
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）スペース
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
セイウ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）誠心製薬
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）精茶百年本舗
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）セハージャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
仙水 maeda soko
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（同）ZENZO
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）染野屋
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
そらみつ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ソントン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ダーボン・オーガニック・ジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大一産業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
泰喜物産（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ダイモン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ダイヤ冷ケース（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ダイユー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）太陽マーク
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
タカインターナショナル（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
タカノ
（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）TAGZ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
タニコー（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）チュチュル
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
蝶理（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）築地ばんや
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出展社・製品などの詳しい情報は▶https://cafewellness.jp/company

築野食品工業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）つぼ市製茶本舗
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ティ・カトウ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
DKSHマーケットエクスパンションサービスジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ディーシーエス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）tastea
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ディルマ紅茶（ワルツ（株））
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーブルストック（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テクノワールド（株）
【共同出展】
ナイル（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）デコラージュ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
de Buyer
【共同出展】コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）寺岡精工
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
デリサポ
【共同出展】
（株）スリーアローズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）デンケン
【共同出展】
（株）ベルツリー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テンセンス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テンポスグループ キッチンテクノ
（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東京食品機械（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東京ファインフーズ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）TOWA
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
DONT YELL AT ME CO., LTD
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
トーダイ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
TOP-CAN JAPAN
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Drips（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
トリドリ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
トレタ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
永倉精麦（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）中村植物園
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）七島農産
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
南陽トレーディング（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ニコウトレーディング（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
西地食品（有）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日仏商事（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日仏貿易（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日水製薬（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
新田ゼラチン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ニップン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ニビシ醬油（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本カード（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本紅茶協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
NPO法人日本茶インストラクター協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）日本バリスタ協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本緑茶センター（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ニューバイオエンタープライズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ネクスト
【共同出展】
（株）カリフ・ジャポン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ノーザンコマーシャル
【共同出展】
ロストロジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
能登珪藻土研究会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ノボザイムズジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
パケ ドゥ ソレイユ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）パシフィック湘南
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Paciﬁc Marketing & Innovation Co.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）バスコフーズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
パッケージ通販（株）清和
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）華コーポレーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
パプラス ／（株）カミーノ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）HARAN
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）パワーエッジ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）バンガードエンタープライズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ビーインミュージアム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヒストリーメーカージャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）美創
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ビッグメイク
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）VIPグローバル
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヒューマン・ヘルス（株）／岡山県産瀬戸内モリンガ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）
ヒロテック
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
FIBER PRO INTERNATIONAL CO., LTD.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
フィスカース ジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）フォルトゥーナ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ふくいブランド米推進協議会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
フジ産業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ブラジル大使館
【共同出展】IMAI LIMITED／BOMPEX JAPAN／
THINK MASTER CORPORATION／
DRINK OF BRASIL／FRUTA FRUTA／
CERRAD COFFEE／MIRAI SEEDS／
TOA COFFEE／CACHAÇA COUNCIL JAPAN／
ARAI SHOJI
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ブランディングコーヒー
【共同出展】
（株）グローカル スタンダード プロダクツ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ブランドツール
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

（株）プリメディカ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ブルーオーシャン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ブルーマチックジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ブレイズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ブレイン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）プレコフーズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平和リーシング（株）
【共同出展】
（株）鋳物屋
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ほうじ茶専門店 森乃園
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
HOLI NINE CO., LTD.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ホクレン農業協同組合連合会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
星野科学（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ポスタス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ＢＯＳＴＥＣ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ホリ乳業
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）マイクロブラッドサイエンス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
マイティーリーフ、ダウエグバーツ
【共同出展】
（株）ホリデイズ／（有）東洋商事
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
マイナーフィギュアズ／（株）若翔
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）マエダ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）マキュレ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
マテリス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）マルイ物産
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
マルサンアイ
（株）
【共同出展】
ボンソイ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
丸新製陶（有）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
丸善製薬（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
丸松物産（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
まるや八丁味噌
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
まんでがん
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ミー・グループ・ジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
三井農林（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ミツハシ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ミツバチプロダクツ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ミドリ安全（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
MINIMA TECHNOLOGY CO., LTD.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Minimal - Bean to Bar Chocolate ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ミヤコ化学（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）muk
【共同出展】
（株）ZIRAJAPAN
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）明治
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）明和食品
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
メディアネットワークジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）メディコアジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
メリタジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）メルシー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
茂木食品工業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）モデリーノ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）モリサキ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）ヤマオカインターナショナルコーポレーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ヤマキイカイ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）山三三宅
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
山中産業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
山中漆器サジタリウス5アローズプロジェクトチーム
【共同出展】
（株）ウチキ／カノー（株）／
守田漆器（株）／（株）たつみや／（株）岡田や漆器
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）山本忠信商店
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
USOUQ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ユーロインターナショナル（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ユコーインテリア（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
豊産業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
横山製粉（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
YOSANO ROASTER KYOTO
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
吉原食糧（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）吉村
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ライト・イア（同）
【共同出展】
メルシークラフト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ラッキーコーヒーマシン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）LABOT
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）LaMente
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）
リトル・ベリーズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
リビングフード発酵工業
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Reboot Style
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Repro(リプロ）／（株）プロデュース・オン・デマンド
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）琳聡堂
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ロート製薬（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ROSTRO JAPAN
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）わっさん
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ｏｎｅＡ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ワンポイント
（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）西陣屋
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
オレゴンヘーゼルナッツファーム（同）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その他にも多数の企業が出展を予定しております。

（※）最終募集予定数

7月27日（水）のセミナー・セッション

CW-A-1 「抽出の温度プロファイリング」
：エスプレッソの為の

11:00~12:30

完璧な魔法のタッチ

DI SANO FRANCESCO氏

RANCILIO GROUP

CW-A-2 「地域に親しまれるブランディングをする、

13:00~14:30

株式会社フォンスのベーカリーの多店舗展開戦略とは」

森田 良太氏 （株）
フォンス ベーカリー統括

CW-A-3 茶業界への新規参入から見えてきたもの

15:00~16:30

川口 史樹氏 品種茶専門店 心向樹 代表
佐藤 直樹氏 茶鞠 -chamari- 代表
奥富 雅浩氏 狭山茶製造元 奥富園 園主

CW-B-1 いま注目のプラントベースフード

11:00~12:30

〜持続可能な食生活へのパラダイムシフト〜
芦田 茂氏

不二製油グループ本社
（株）PBF事業部門 副部門長

CW-B-2 売上利益を10倍にする！これからのラーメン店

13:00~14:30

経営必勝法〜永続的発展のビジネス構築法
木村 康宏氏 （株）
繁盛塾 代表取締役、
ラーメン店繁盛プロジェクト 主宰

CW-B-3 パン屋で街を元気にします

15:00~16:30

岸本 拓也氏

ベーカリープロデューサー

堀 知佐子氏

新渡戸文化短期大学 生活学科 客員教授、
（株）
菊の井 常務取締役

CW-C-1 食のミライを変える！冷凍の新しい技術とは

11:00~12:30

CW-C-2 【国際おやつ（ＯＹＡＴＳＵ）研究会特別講演】

13:00~14:30

間食の考え方が変わる！
健康維持できるＯＹＡＴＳＵとは

武田 猛氏 （株）
グローバルニュートリショングループ 代表取締役
西沢 邦浩氏（株）
サルタ・プレス 代表取締役、
（株）
日経BP 総合研究所メディカル・ヘルスラボ 客員研究員
矢澤 一良氏 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

CW-C-3 ウェルビーイング時代の食品・飲料マーケティング

15:00~16:30

藤田 康人氏 （株）
インテグレート 代表取締役ＣＥＯ
太田 恵理子氏 キリンホールディングス
（株）
、
Kirin Well-being Design Lab シニア・フェロー

CW-D-1 “売上３倍”にする生パスタの魅力

11:00~11:30

出雲 文人氏

創業113年生パスタなら淡路麺業 代表取締役社長

CW-D-2 酵素による炊飯米保管時の品質向上

12:00~12:30（お弁当・おにぎりのおいしさを長持ちさせて食品ロスの削減へ）
松原 啓滋氏 ノボザイムズジャパン
（株）シニアインダストリーテクニカルスペシャリスト

CW-D-4 初年度で年商1億円超！
「確実に売上が上がる」
ゴーストレストラン！

14:00~14:30

デリバリー参入で高収益を！

佐藤 恵介氏 ゴーストセントラルキッチン・デリサポ

CW-D-5 睡眠研究の最前線〜科学的な“睡眠”状態の可視化と

15:00~16:30

効率化の可能性〜
岡田 志麻氏

バリスタグランプリ2022 予選

CW-EVA-1
CW-EVB-1

11:00~12:30

CW-EVB-2

13:00~14:30

立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 教授

主催：日本バリスタ協会
CafeRes
Design
Award
2022

カフェレスデザインアワード2022 表彰式

CAFERES JAPAN基調講演

日本の勝ち筋は「食」にある
〜市場規模117兆円の日本の「食」の未来戦略〜
楠本 修二郎氏 カフェ・カンパニー
（株）
代表取締役社長

CW-EVB-3

15:00~16:30

ウェルネスライフジャパン基調講演

機能性表示食品制度の現状とこれからの展開
橋本 正史氏 （一社）
健康食品産業協議会 会長
蟹江 誠氏
消費者庁 食品表示企画課 保健表示室長
主催：
（一社）
健康食品産業協議会
共催：
（一社）
ウェルネスフード推進協会

橋本 正史氏

7月28日（木）のセミナー・セッション

CW-A-4 新たなコーヒードリンクメニュー展開“コーヒーモクテル”とは？

11:00~12:30

吉川 寿子氏

小川珈琲（株）チーフバリスタ

CW-A-5 コーヒー市場の現状とこれからのコーヒー店

13:00~14:30

および自家焙煎店の在り方
堀口 俊英氏

堀口珈琲研究所 所長

CW-A-6 秋から売り上げアップのための

15:00~16:30

カフェデザートメニュー実演セミナー
富田 佐奈栄氏 日本カフェプランナー協会 会長、佐奈栄学園 カフェズ・キッチン 学園長

CW-B-4 街のベーカリーはすごい？ 冷凍パン「時をとめるベーカリー」と

11:00~12:30

パンセレクトショップの今後
中島 慶氏 （株）ハットコネクト 代表取締役

CW-B-5 コロナ禍・withコロナでもベーカリーカフェは

13:00~14:30

安定経営が可能 2店舗で年商3億円の経営数値開示
星野 理絵氏 （株）
ダイユー 代表取締役
山川 敏之氏 （株）
ダイユー 経営戦略室

CW-B-6 これからのパン作り

15:00~16:30

竹谷 光司氏

新しい製パン基礎知識』著者

CW-C-4 【（株）RDサポート主催企画】

11:00~12:30

ウェルネスフード分野の研究開発における
強い組織づくりとは

（第一部） 佐藤
橋本
三好
（第二部） 木村
土公
中田

則夫氏 太陽化学（株）取締役 ニュートリション事業部長
正史氏 ケミン・ジャパン
（株）
代表取締役
孝則氏 帝人（株）ヘルスケア新事業部門 機能性食品素材事業推進班
毅氏
RD LINKエキスパート
武俊氏 RD LINKエキスパート
光彦氏 RD LINKエキスパート

CW-C-5 日本抗加齢協会合同セミナー

13:00~14:30

「知られざる最新の腸内環境研究と
近未来型アンチエイジング
（仮）」
森下 竜一氏
國澤 純氏

大阪大学大学院 医学系研究科 臨床遺伝子治療学 教授
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 / ワクチン・アジュバント研究センター センター長

CW-C-6 白米はうまい。玄米はすごい。お米の魅力再発見

15:00~16:30

尾西 洋次氏 （一社）高機能玄米協会 会長
川西 孝彦氏 幸南食糧（株）代表取締役 社長

CW-D-7 酵素による炊飯米保管時の品質向上

12:00~12:30 （お弁当・おにぎりのおいしさを長持ちさせて食品ロスの削減へ）
松原 啓滋氏 ノボザイムズジャパン
（株）シニアインダストリーテクニカルスペシャリスト

CW-D-8 お米の消費が激減する背景とその対策を考える

13:00~14:30

〜消費拡大のヒントと日本の食の未来〜

柏原 ゆきよ氏 （一社）
日本健康食育協会 代表理事、
（一財）
日本ヘルスケア協会 お米で健康推進部会 部会長、
管理栄養士

CW-D-9 導入は超簡単！
「確実に売上が上がる」ゴーストレストラン！

14:45~15:15

デリバリー参入で高収益を！

佐藤 恵介氏 ゴーストセントラルキッチン・デリサポ

CW-EVA-2

バリスタグランプリ2022 決勝

CW-EVB-4

2022パングランプリ東京

12:00~16:00

主催：日本バリスタ協会

主催：東京都パン商工協同組合

佐藤 則夫氏

橋本 正史氏

三好 孝則氏

7月29日（金）のセミナー・セッション

CW-A-7 『エスプレッソ×ミルク』牛乳や植物性ミルクの選び方

11:00~12:30

篠崎 好治氏 日本バリスタ協会 公認インストラクター 兼 技術研究委員長

1st crack coﬀee challenge 2022

CW-A-8

主催：ギーセンジャパン

CW-B-7 世界に向けてチャレンジする経営者、

11:00~12:30

風の無いところに波を起こす凪スピリッツの挑戦
生田 悟志氏 （株）凪スピリッツジャパン 代表取締役社長

CW-B-8

13:00~14:30

CAFERES JAPAN基調講演

「Tea for Peace」紅茶でつなぐAfternoonTeaの
ブランド戦略
新居 健一郎氏 （株）
サザビーリーグ アイビーカンパニー

CW-B-9 今！お客さまがわくわくする＃フック･マーケティング

15:00~16:30

「つい買ってしまう」
セミナー 食パン編
藤岡 千穂子氏 （株）
シズル 代表取締役

CW-C-7 ここまで来た！世界のプラントベース市場

11:00~12:00

〜最新動向を知る〜
田中 良介氏

CW-C-8

13:00~15:00

Wellness Food

Innova Market Insights 日本カントリーマネージャー

ウェルネスフードアワード 2 02 2 表 彰式

CW-C-9 誤魔化しが効かないお米だからこそ真っ向勝負！

15:30~16:30

最新技術を活用した冷凍ごはんの近未来

関 克紀氏 （株）Tokyo Bento Labo 代表取締役、
（株）Agrico 取締役

CW-D-11 事業を加速させる強い組織づくりをサポート

11:00~12:00

（株）
ＲＤサポート

CW-D-12 初年度で年商１億円を実現！
「確実に売上が上がる」ゴーストレストラン！

12:15~13:00

デリバリー参入で高収益を！

佐藤 恵介氏 ゴーストセントラルキッチン・デリサポ

CW-D-13 将来を見据えた感染症対策における「直接的対応」及び

13:15~14:00

「間接的対応」に関する新技術の提案について
藤田 信之氏 （株）本郷ベース 代表取締役

CW-D-15 エビデンスに裏付けられた高付加価値商品における

15:30~16:30

情報戦略の秘訣

大澤 俊彦氏 愛知学院大学 特任教授、人間総合科学大学 特任教授、名古屋大学 名誉教授
加山 博邦氏 （株）
アイメックＲＤ 営業部 マネージャー

CW-EVA-3

10:30~16:00

エスプレッソ イタリアーノ チャンピオン2022 日本大会
(Espresso Italiano Champion 2022 in JAPAN）

主催：（一社）国際カフェテイスティング協会 日本 (IIAC-JAPAN)

CW-EVB-5

13:30~16:30

ティーインストラクター・オブ・ザ・イヤー２０22

︻セミナー申込方法︼

主催：日本紅茶協会

https://caferes.jp/seminar/
または
右の QR コードにアクセス

▶

セミナー申込締切：7月22日(金)
定員となり次第、申込受付終了となりますのでお早めお申込ください。
お申込後のキャンセルは原則お断りいたします。

展示会 HP にて
セミナー情報確認
セミナーに
関する
お問い合わせ

▶

展示会
事前登録

▶

セミナー申込

展示会運営事務局（TSO International 株式会社内）

・TEL：03-5363-1701（月〜金 10:00〜18:00）

・E-mail：seminar@tso-int.co.jp（セミナー専用）

Cafe & Wellness Week 基 調 講 演
CAFERES JAPAN基調講演
CW-EVB-2

7月27日（水）

13:00~14:30

ウェルネスライフジャパン基調講演
CW-EVB-3

楠本 修二郎氏 カフェ・カンパニー
（株）
代表取締役社長

15:00~16:30

機能性表示食品制度の現状と
これからの展開

日本の勝ち筋は「食」にある
〜市場規模117兆円の日本の「食」の未来戦略〜
カフェ・カンパニー（株）代表取締役社長楠本修二郎
氏による基調講演。
117兆円の市場規模を誇る日本の
「食」
をこれからの
時代にどう活かすべきなのか。
「おいしい・健康・サス
ティナブル」の3つを軸に、具体的な考察や事例を踏
まえた
「食」
からはじまる未来戦略をお伝えします。

7月27日（水）

消費者庁と
（一社）健康食品産業協議会会長橋本正
史氏による基調講演。
2015年に施行された機能性表示食品制度の今後
の産業拡大を見据えながら、現在内包する課題解決
への最新動向がわかります。
橋本 正史氏 （一社）健康食品産業協議会 会長
蟹江 誠氏
消費者庁 食品表示企画課 保健表示室長
主催：
（一社）健康食品産業協議会
共催：
（一社）
ウェルネスフード推進協会

橋本 正史氏

注目のイベント＆コンペティションを連日開催いたします
バリスタグランプリ 2022

CafeRes
Design
Award
2022

主催：（一社）日本バリスタ協会

7 月 27日（水）・28 日（木）
JBAバリスタライセンスを持つ全国から選抜され
たバリスタが2日間にわたって技とホスピタリティ
を競い、日本一を決定するトーナメント方式のコ
ンペティションイベント。同じ時間、同じマシンな
ど同条件の中で、如何に高いクオリティーの技術
を維持し、サービスや接客などのホスピタリティ
部分を審査し1名のグランプリを決定します。
是非、会場でハイレベルなバリスタの戦いをご覧
ください。

2022 パングランプリ東京
主催：東京都パン商工協同組合

7 月 28日（木）

パングランプリ東京は、今年で14回目を迎えました。
東京都パン商工協同組合が中心となり、東京パン
連盟工業協同組合、東京都学校給食パン協同組
合、リテールベーカリー協同組合、東京青雲会な
どが共催です。店で販売している市場性の高いパ
ンを題材にオリジナル製品が応募され、技術だけ
でなく、消費者ニーズをいかに商品化させるかが
審査基準となります。会場内で審査会・表彰式を
行います。

ティーインストラクターオブ・ザ・イヤー 2022
主催：日本紅茶協会

7 月 29日（金）
「日本紅茶協会認定ティーインストラクター」が
紅茶のプロとして提案するアフタヌーンティー。
そのコンセプトや、紅茶とティ―フーズのマリア
ージュをコンテスト形式で表現し競います。どん
なアイディアが登場するのか、皆さんもぜひ“ヌ
ン活 の参考にしてください。
アフタヌーンティーがテーマの「フォトコンテスト
」表彰式、「美味しい紅茶の店認定店アワード」
表彰式も同時開催いたします。

1st crack coﬀee challenge 2022
主催：ギーセンジャパン

7 月 29日（金）

「焙煎の技術を競い合い、これからのコーヒーの
未来を考える」がテーマ。18歳〜35歳までのカフ
ェ業界で活躍する方を対象に「焙煎の技術」と「プ
レゼンテーション」を競い合う新しいロースティン
グコンペティション。今年、CAFERES JAPAN内
で初開催します。
予選を勝ち抜いた参加者がウェルカムドリンク作
成とプレゼンテーションを行います。次世代を担う
若手ロースターのご参加をお待ちしております！

カフェレスデザインアワード 2022
7 月 27日（水）

カフェ・レストラン・リテールベーカリービジネス
の発展のため、デザイン性はもとより、地域活性
化・環境への配慮・空間構成など優れた店舗デザ
インを募集し、建築的な要素だけではなく、売上
げに貢献するデザインを集め、広めることで産業
活性化につながるよう進めてまいります。
各部門から、各賞を選出し、その授賞式を開催い
たします。

Wellness Food

ウェルネスフードアワード 2022
7 月 29日（金）

今年5回目となる本アワードは、現状で販売されて
いる健康食品を対象とし、美味しさ、機能性、話題
性、手軽さの4つの観点を中心に各部門賞とグラン
プリを選出、その授賞式を開催いたします。
本アワードを通じ、参加商品が理解されウェルネ
スフードの普及につながること、ウェルネスフード
産業の適切な発展と事業者の育成を推進してまい
ります。健康食品のトレンドを知る絶好の機会とな
ります。

エスプレッソ イタリアーノ チャンピオン2022 日本大会
（Espresso Italiano Champion 2022 in JAPAN）
主催：（一社）国際カフェテイスティング協会 日本 (IIAC-JAPAN)

7 月 29日（金）

エスプレッソイタリアーノチャンピオン大会とは、国
際カフェテイスティング協会（IIAC）イタリア本部が
主催のエスプレッソ抽出技術を競う世界大会。
抽出までの技術とIIAC認定資格を持つテイスターに
よるブラインドテイスティングによる判定で、日本一
のエスプレッソ抽出技術を持つバリスタチャンピオン
を決めます。日本チャンピオンはイタリアで開催予定
の世界大会に出場し、世界一を目指します。

・ 掲載情報は2022年5月10日現在のものとなります。
・ セミナー内容、講師、スケジュールは変更となる
場合がございます。最新情報はHPをご確認ください。
・ セミナー中の事故・怪我・その他トラブルについては
事務局は一切の責任を負いかねます。
・ セミナーの録音・撮影は禁止しております。
セミナー情報は一部抜粋して掲載しています。
セミナー詳細・最新情報はホームページをご覧ください!

