
弁
当
・ド
リ
ン
ク
販
売

Akihaもち麦プロジェクト

新潟市西蒲区・にしかん
園芸作物生産協議会

新潟市西区・いもジェンヌ
農商工連携協議会

新潟市北区
特産物研究協議会

新潟市南区産業振興課 新潟市江南区
食の特産品開発協議会

新潟市健幸づくり
応援食品ネットワーク

新潟市福祉部障がい福祉課

新潟市産業振興財団
（新潟IPC財団）

佐渡連合商工会

新井商工会議所

長岡市南部地区商工会
村松商工会

加茂商工会議所

加治川商工会

黒埼商工会

村上市

上越商工会議所

・ホリカフーズ ・魚沼農耕舎魚沼醸造 新発田食品
工業団地見附ブランド

（見附市観光物産協会）

割烹 太田家

皆川組
植物工場
研究所

フタバ食品

小国いきいき街づくり公社

木の屋
石巻水産

丸越

西友フーズ

想樹

酒井食品
加工所

能水商店

丸三食品

マルダイ
味噌販売/ハナマルキ

飯豊町

里山工房
ふくふく

苺の
花ことば

佐渡発酵 西陣屋

前田海産

岩手県産

中静産業

渡森

十日町商工会議所

ラショナル・ジャパン

クラウン・パッケージ

権文

ショーワグローブ

イーデーエム

ネクシィーズ

日本食糧
新聞社

紀州技研工業

キントラ

サンユー印刷

INNOVAグローバル
トレンドゾーン

ムラコシ

R-CRAFT

ヤマコー

アソポリ

ダスキン

シール栄登

シンテック

長谷川
化学工業ユニバック

マスター
マインド

カネコ総業
・滝沢製作所

コスモ
サウンド

フルーティア

INPIT新潟県知財総合支援窓口
（新潟県発明協会）

新潟農業・
バイオ専門学校

雪包装

富士化工

鈴茂器工エピック中西製作所 ナンバ

鈴木
コーヒー

新潟
薬科大学新潟印刷

農村木島平

福島アグリネットワーク

沼垂ビール

さかたや

さやま
モリンガラボ

ハーモニーファーム

五代目森山清次兵衛

サンファーム
泉

おいも
プロジェクト

新潟商工会議所

食まちうおぬまネットワーク
推進協議会

ミタカ

阿賀野「食」ビジネスマッチング協議会

ブルボン

南魚沼市

酒田米菓

ホシザキ北信越

外食産業
新聞社

朝日化成新潟総合紙器

セットバック

西巻印刷

・アサップ
・太田醸造

・かんずり
・東京堂

・藍匠
・いち粒
・藍匠
・いち粒

・着る山菜ショップ
・妻有ビール
・着る山菜ショップ
・妻有ビール

・雪国Base・雪国Base

・いごねりの早助屋 ・キンちゃん本舗 ・しまや ・とも子の神楽 ・farmEASE ・Brillian

・カネミヤ ・正和 ・そうえん
・オークリッチ ・貝沼農場 
・小林醤油店 ・新耕農産
・新潟ゆうき ・本間農園

・川上農園 
・酒井米店（クレープ＊はなちゃん）

・JA新潟みらい
・しろね農業青年部

・りゅうのひげ会

・叶味家
・新潟ボイセンベリー生産組合

・あけぼのクラブ
・えんでばよこごし

・小玉屋
・プリンセス

・ちいさなほし
・新潟市あぐりサポートセンター

・ＪＡ新潟市

青木農場 藤月堂

・石山味噌醤油
・親和福祉会
・中島屋商店
・新潟柿酢事業協同組合

・なかつがわ農家
 民宿組合
・マルシチ米穀

・新股・河原角農畜産物加工施設
・小国町地域総合商社

・うおぬま屋 ・手作り漬物の店 ドリーム岩塚
・山岸モータース 小国町特産品 ・ゆきぐに企画

・花の米 ・フーディーコネクト
・町田醤油味噌醸造場

共同商談
コーナー①

共同商談
コーナー②

御菓子処
渡計

神田酪農

京ヶ瀬豆富
まめ工房いとう

こばやし
農園

米屋
かたぎり

丸三安田
瓦工業

安田温泉
やすらぎ

脇坂園芸

あんフーズ
新潟

新鉄貿易/
行政書士オフィスLast Hope

ニッケン
ナウ

・アマノ
・エム・アイ・ケー
・オーディオテクニカ
・キャンシステム
・グローリー
・江東微生物研究所
・古賀産業
・コマツ製作所
・坂井機械製作所

・アマノ
・エム・アイ・ケー
・オーディオテクニカ
・キャンシステム
・グローリー
・江東微生物研究所
・古賀産業
・コマツ製作所
・坂井機械製作所

・ストラパック
・タイガーカワシマ
・大紀産業
・テクニカン
・東亜工業
・東京サラヤ
・東京食品機械
・東芝テック
・TOSEI

・ストラパック
・タイガーカワシマ
・大紀産業
・テクニカン
・東亜工業
・東京サラヤ
・東京食品機械
・東芝テック
・TOSEI

・ドクターフライジャパン
・新潟日立
・日本ポリスター
・ピー・エム・ティー
・平山製作所
・Fujitaka
・MASS
・マブチ・エスアンドティー
・山崎産業

・ドクターフライジャパン
・新潟日立
・日本ポリスター
・ピー・エム・ティー
・平山製作所
・Fujitaka
・MASS
・マブチ・エスアンドティー
・山崎産業

・愛工舎製作所
・飯田製作所
・エスケーミキサー
・エフ・エム・アイ
・遠藤商事
・カルピジャーニ・ジャパン
・共立プラント工業
・タニコー

・愛工舎製作所
・飯田製作所
・エスケーミキサー
・エフ・エム・アイ
・遠藤商事
・カルピジャーニ・ジャパン
・共立プラント工業
・タニコー

・田村商店
・デナリ
・にいがた食育・保育専門
 学校えぷろん
・日仏商事
・パルク化学工業
・レオン自動機
・ワールド精機
・渡辺工業

・田村商店
・デナリ
・にいがた食育・保育専門
 学校えぷろん
・日仏商事
・パルク化学工業
・レオン自動機
・ワールド精機
・渡辺工業

J-13

L-13 L-14
M-13 M-14

J-12J-11J-09

L-12L-11L-10L-09
M-09

J-16

B-19 B-20

C-19

B-21

C-20 C-21

D-19 D-20 D-21

E-19E-17E-15E-13

F-13 F-14 F-15 F-16 F-17

G-13 G-14 G-15 G-16 G-17

E-20 E-21

G-19

F-20F-19 F-21

A-02

B-02 B-03

C-02 C-03

D-02 D-03 D-05 D-06 D-07

E-02

F-01

G-01

H-01

I-01

I-02 I-03
J-02 J-03 J-05 J-06 J-07

L-02 L-03 L-05 L-06 L-07
M-02

O-02 O-10 O-11 O-14 O-15 O-16 O-18 O-19 O-21

N-01

M-03 M-05 M-06 M-07

I-05 I-06 I-07 I-09
J-19 J-21

L-16 L-19 L-21
M-16 M-19 M-21

I-13 I-16 I-17 I-19 I-21

I-24

J-24

L-24

M-24

J-01

K-01

L-01

M-01

E-03 E-05

F-02 F-03 F-05

G-02 G-03 G-05

F-06 F-07 F-09

A-03 A-06 A-14 A-20

B-24

会場案内板

コトヨ醤油
醸造元

八米
（ＨＡＣＨＩＢＥＩ）

あたりめの
ハレリー 関食

小針水産 ティオペペ 髙取商店
アトリエ
ミーマ

有希化学

J-10

入口 出口

2F

1F

食品・食材 機器・器具 容器・包装 そ の 他

◎出展カテゴリー

セミナー会場

新潟農商

峰村醸造

ベジ・アビオ

・越後味噌醸造
・古町糀製造所

新潟市農業活性化研究
センター・新潟市アグリパーク
食品加工支援センター

フリー
商談

コーナー

個別商談会

・うめやんKitchen ・御菓子司 羽入 ・サンカントピュール ・白銀カルチャー 
・親和福祉会 ・新潟薬科大学 栄養生化学研究室

運営事務局

2020展示ホール 会場案内図 2020

11 13
にいがた6次化フェア2020
6次化大賞

R.F.E

主催：フードメッセinにいがた運営会議・新潟市　　主管：日本食糧新聞社・（株）新宣・カシヨ（株）・食と花の世界フォーラム組織委員会

特別
協賛



（株）R.F.E J-10
阿賀野「食」ビジネスマッチング協議会
　　御菓子処 渡計 J-06

　　（株）神田酪農 L-05

　　京ヶ瀬豆富 まめ工房いとう M-05

　　コトヨ醤油醸造元 I-07

　　こばやし農園 M-07

　　米屋かたぎり I-05

　　八米（HACHIBEI） J-07

　　安田温泉やすらぎ L-06

　　（株）脇坂園芸 J-05

Akiha もち麦プロジェクト O-21

　　うめやん Kitchen O-21

　　御菓子司 羽入 O-21

　　（株）サンカントピュール O-21

　　（株）白銀カルチャー O-21

　　（社福）親和福祉会 O-21

　　新潟薬科大学 栄養生化学研究室 O-21

新井商工会議所 I-09

　　（有）アサップ I-09

　　太田醸造（株） I-09

　　（有）かんずり I-09

　　（有）東京堂 I-09

飯豊町 J-11

　　なかつがわ農家民宿組合 J-11

　　マルシチ米穀（株） J-11

苺の花ことば L-10

岩手県産（株） M-03

魚沼醸造（株） O-14

（株）小国いきいき街づくり公社 J-12

　　新股・河原角農畜産物加工施設 J-12

　　（株）小国町地域総合商社 J-12

加治川商工会 J-16

　　（有）カネミヤ J-16

　　（有）正和 J-16

　　（株）そうえん J-16

割烹 太田家 O-11

加茂商工会議所 L-16

（株）木の屋石巻水産 J-02

黒埼商工会
　　（株）青木農場 I-16

　　藤月堂 I-17

酒井食品加工所 L-09

酒田米菓（株） G-03

佐渡発酵（株） M-02

里山工房ふくふく L-11

佐渡連合商工会 O-02

　　いごねりの早助屋 O-02

　　キンちゃん本舗（株） O-02

　　（株）しまや O-02

　　とも子の神楽 O-02

　　farmEASE O-02

　　Brillian O-02

新発田食品工業団地 O-19

上越商工会議所 I-13

　　（株）花の米 I-13

　　フーディーコネクト（株） I-13

　　（有）町田醤油味噌醸造場 I-13

食まちうおぬまネットワーク推進協議会
　　魚沼農耕舎 O-16

　　ホリカフーズ（株） O-15

（株）鈴木コーヒー G-02

（株）西友フーズ I-02

（株）想樹 M-13

十日町商工会議所 G-19

　　（株）藍匠 G-19

　　（有）いち粒 G-19

　　妻有ビール（株） G-19

　　雪国 Base G-19

長岡市南部地区商工会 M-09

　　うおぬま屋 M-09

　　手作り漬物の店 ドリーム岩塚 M-09

　　（有）山岸モータース 小国町特産品 M-09

　　（有）ゆきぐに企画 M-09

新潟市北区特産物研究協議会 M-19

　　ＪＡ新潟市 M-19

新潟市健幸づくり応援食品ネットワーク I-19

　　石山味噌醤油（株） I-19

　　（社福）親和福祉会 I-19

　　（株）中島屋商店 I-19

　　新潟柿酢事業協同組合 I-19

新潟市江南区食の特産品開発協議会 L-21

　　農事組合法人あけぼのクラブ L-21

　　えんでばよこごし L-21

（公財）新潟市産業振興財団（新潟IPC財団） I-21

　　（株）叶味家 I-21

　　新潟ボイセンベリー生産組合 I-21

新潟市西蒲区・にしかん園芸作物生産協議会 J-21

　　りゅうのひげ会 J-21

新潟市西区・いもジェンヌ農商工連携協議会 J-19

新潟市農業活性化研究センター M-24

　　新潟市アグリパーク食品加工支援センター M-24

新潟市福祉部障がい福祉課 M-21

　　ちいさなほし M-21

　　新潟市あぐりサポートセンター M-21

新潟市南区産業振興課 L-19

　　JA 新潟みらい L-19

　　しろね農業青年部 L-19

新潟商工会議所
　　あたりめのハレリ－ F-13

　　アトリエミーマ G-14

　　（株）あんフーズ新潟 G-17

　　（有）関食 F-14

　　（株）小針水産 G-13

　　髙取商店 G-16

　　ティオペペ G-15

（株）新潟農商 J-24

新潟薬科大学 F-20

（株）西陣屋 M-14

（株）能水商店 L-02

ハナマルキ（株） I-03

フタバ食品（株） L-12

フルーティア F-02

（株）ブルボン L-13

（株）ベジ・アビオ L-24

前田海産（株） J-03

（株）丸越 L-03

丸三食品（株） J-09

マルダイ味噌販売（株） I-03

見附ブランド（（一社）見附市観光物産協会） O-10

（株）皆川組 植物工場研究所 L-14

南魚沼市 O-18

　　（株）小玉屋 O-18

　　（有）プリンセス O-18

峰村醸造 I-24

　　越後味噌醸造 I-24

　　古町糀製造所 I-24

村上市 J-13

　　（株）オークリッチ J-13

　　（株）貝沼農場 J-13

　　（資）小林醤油店 J-13

　　（株）新耕農産 J-13

　　新潟ゆうき（株） J-13

　　本間農園 J-13

村松商工会 Ｍ -16

　　川上農園 Ｍ -16

　　酒井米店（クレープ＊はなちゃん） Ｍ -16

（株）渡森 A-14

　　パルク化学工業（株） A-14

イーデーエム（株） A-03

（株）エピック D-06

カネコ総業（株） E-02

　　（株）滝沢製作所 E-02

（株）コスモサウンド E-17

（株）権文 E-13

シール栄登（株） D-05

ショーワグローブ（株） C-21

（株）シンテック F-03

鈴茂器工（株） D-07

（有）セットバック B-02

中静産業（株） A-06

　　アマノ（株） A-06

　　（株）エム・アイ・ケー A-06

　　（株）オーディオテクニカ A-06

　　グローリー（株） A-06

　　古賀産業（株） A-06

　　（株）コマツ製作所 A-06

　　（株）坂井機械製作所 A-06

　　ストラパック（株） A-06

　　（株）タイガーカワシマ A-06

　　大紀産業（株） A-06

　　（株）テクニカン A-06

　　東亜工業（株） A-06

　　東京サラヤ（株） A-06

　　東京食品機械（株） A-06

　　東芝テック（株） A-06

　　（株）TOSEI A-06

　　（株）ドクターフライジャパン A-06

　　新潟日立 A-06

　　日本ポリスター（株） A-06

　　（株）ピー・エム・ティー A-06

　　（株）平山製作所 A-06

　　（株）Fujitaka A-06

　　（株）MASS A-06

　　（株）マブチ・エスアンドティー A-06

　　山崎産業（株） A-06

（株）中西製作所 D-03

（株）ナンバ D-20

（株）ネクシィーズ B-21

長谷川化学工業（株） D-19

富士化工（株） E-19

ホシザキ北信越（株） A-20

（株）マスターマインド F-07

（株）ミタカ F-09

（株）ムラコシ C-19

（株）ユニバック D-02

（株）ラショナル・ジャパン E-05

（株）渡森 A-14

　　（株）愛工舎製作所 A-14

　　（株）飯田製作所 A-14

　　エスケーミキサー（株） A-14

　　（株）エフ・エム・アイ A-14

　　遠藤商事（株） A-14

　　カルピジャーニ・ジャパン（株） A-14

　　共立プラント工業（株） A-14

　　タニコー（株） A-14

　　（株）田村商店 A-14

　　（株）デナリ A-14

　　日仏商事（株） A-14

　　レオン自動機（株） A-14

　　（株）ワールド精機 A-14

　　渡辺工業（株） A-14

（株）朝日化成 C-03

紀州技研工業（株） E-21

（株）キントラ D-21

（株）クラウン・パッケージ G-05

（株）R-CRAFT E-03

阿賀野「食」ビジネスマッチング協議会
　　丸三安田瓦工業（株） L-07

（株）アソポリ A-02

INNOVA グローバルトレンドゾーン E-15

INPIT 新潟県知財総合支援窓口
（（一社）新潟県発明協会） C-20

（株）外食産業新聞社 F-06

カネコ総業（株） E-02

（株）サンユー印刷 F-21

（有）セットバック B-02

ダスキン B-03

十日町商工会議所 G-19

　　着る山菜ショップ G-19

中静産業（株） A-06

　　キャンシステム（株） A-06

　　（株）江東微生物研究所 A-06

新潟商工会議所
　　行政書士オフィス Last Hope F-15

　　新鉄貿易（株） F-15

　　ニッケンナウ（株）　 F-16

　　有希化学（株） F-17

新潟農業・バイオ専門学校 E-20

新潟薬科大学 F-20

日本食糧新聞社 B-24

（株）雪包装 B-20

（株）渡森 A-14

　　（株）田村商店 A-14

　　にいがた食育・保育専門学校えぷろん A-14

　　パルク化学工業（株） A-14

おいもプロジェクト G-01

五代目 森山清次兵衛 H-01

（株）さかたや L-01

さやま　モリンガラボ J-01

（株）サンファーム泉 F-01

沼垂ビール（株） M-01

農村木島平（株） N-01

（株）ハーモニーファーム I-01

福島アグリネットワーク K-01

食品・食材

容器・包装

その他

機器・器具

2020

特別
協賛2020出展者一覧 2020

11 13
にいがた6次化フェア2020
6次化大賞

主催：フードメッセinにいがた運営会議・新潟市　　主管：日本食糧新聞社・（株）新宣・カシヨ（株）・食と花の世界フォーラム組織委員会

セミナーのご案内 聴講無料

ご来場のみなさまへのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください

11：00▲

12：00
健康トレンドをいかに掴み取るか　
～卸から見た食品の新しいヘルスケア市場創造～

佐々木 誠 氏［講師］ 国分グループ本社株式会社 ヘルスケア統括部 課長

第5回 6次化大賞 表彰式
2018年以来、「復活」した6次化大賞。全エントリー
商品の中から選考されたグランプリ以下、各賞を発
表し、講評とともに表彰します。

13：00▲

14：00
貴社のブランドは、大丈夫？　
～安心して使用し続けるための商標の基礎知識～

松浦 康次 氏［講師］ 松浦国際特許事務所 弁理士

15：00▲

16：00
Withコロナにおける飲食店×食品工場　
～ビジネスチャンスとその可能性～

日置 淳平 氏［講師］ 株式会社リープスイン 代表取締役社長

11
月
11
日
水

11：00▲

12：00
Eat Localy and Sustainability
～ローカル完結のサプライチェーン～

菊池 博文 氏［講師］ H3 Food Design 代表

13：00▲

14：00
北陸農政局新潟県拠点・ジェトロ新潟 共催 特別セミナー
新潟県産食品の海外発信によるブランディング

飯田 康久 氏［講師］ 日本貿易振興機構（ジェトロ）新潟事務所 所長

15：00▲

16：00
オンラインイベント・展示会の最新トレンド

山本 理恵 氏［講師］ 株式会社EventHub 代表取締役
※講師はオンライン登壇です

11
月
12
日
木

11：00▲

12：00
最新のグローバル食品トレンド
～ 世界に通用する競争力の源泉 ～

田中 良介 氏［講師］ Innova Market Insights 日本カントリーマネージャー

13：00▲

14：0011
月
13
日
金

協賛企業:

■グランプリ
■準グランプリ
■日本食糧新聞社賞
■入賞

■協賛企業特別賞
　株式会社JALUX 協賛 【JALUX賞】
　株式会社JR東日本商事協賛 【お取り寄せきっぷ賞】
　　　　　　　　　　　 　　  【のもの賞】

体調不良や発熱がある場
合は入場をお控えくださ
い。（37.5℃以上の体温の
ある方は入場できません。）

マスクを着用されていない
方は入場できません。（マス
クをお忘れの方はスタッフ
までお声掛けください。）

会場内に各所にある
アルコール消毒液をご
利用ください。

待機列や会場内では、
最低1mの間隔を取っ
てください。

入場の際には検温に
ご協力ください

会場内ではマスク
着用をお願いします

手指消毒・手洗いを
お願いします

ソーシャル
ディスタンスの確保

※事前登録が必要ですセミナーのご案内 聴講無料

ご来場のみなさまへのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください

11：00▲

12：00
健康トレンドをいかに掴み取るか　
～卸から見た食品の新しいヘルスケア市場創造～

佐々木 誠 氏［講師］ 国分グループ本社株式会社 ヘルスケア統括部 課長

第5回 6次化大賞 表彰式
2018年以来、「復活」した6次化大賞。全エントリー
商品の中から選考されたグランプリ以下、各賞を発
表し、講評とともに表彰します。

13：00▲

14：00
貴社のブランドは、大丈夫？　
～安心して使用し続けるための商標の基礎知識～

松浦 康次 氏［講師］ 松浦国際特許事務所 弁理士

15：00▲

16：00
Withコロナにおける飲食店×食品工場　
～ビジネスチャンスとその可能性～

日置 淳平 氏［講師］ 株式会社リープスイン 代表取締役社長

11
月
11
日
水

11：00▲

12：00
Eat Localy and Sustainability
～ローカル完結のサプライチェーン～

菊池 博文 氏［講師］ H3 Food Design 代表

13：00▲

14：00
北陸農政局新潟県拠点・ジェトロ新潟 共催 特別セミナー
新潟県産食品の海外発信によるブランディング

飯田 康久 氏［講師］ 日本貿易振興機構（ジェトロ）新潟事務所 所長

15：00▲

16：00
オンラインイベント・展示会の最新トレンド

山本 理恵 氏［講師］ 株式会社EventHub 代表取締役
※講師はオンライン登壇です

11
月
12
日
木

11：00▲

12：00
最新のグローバル食品トレンド
～ 世界に通用する競争力の源泉 ～

田中 良介 氏［講師］ Innova Market Insights 日本カントリーマネージャー

13：00▲
14：0011

月
13
日
金

協賛企業:

■グランプリ
■準グランプリ
■日本食糧新聞社賞
■入賞

■協賛企業特別賞
　株式会社JALUX 協賛 【JALUX賞】
　株式会社JR東日本商事協賛 【お取り寄せきっぷ賞】
　　　　　　　　　　　 　　  【のもの賞】

体調不良や発熱がある場
合は入場をお控えくださ
い。（37.5℃以上の体温の
ある方は入場できません。）

マスクを着用されていない
方は入場できません。（マス
クをお忘れの方はスタッフ
までお声掛けください。）

会場内に各所にある
アルコール消毒液をご
利用ください。

待機列や会場内では、
最低1mの間隔を取っ
てください。

入場の際には検温に
ご協力ください

会場内ではマスク
着用をお願いします

手指消毒・手洗いを
お願いします

ソーシャル
ディスタンスの確保

※事前登録が必要です（株）サンユー印刷 F-21

（株）新潟印刷 F-19

新潟総合紙器 C-02

西巻印刷（株） F-05

ヤマコー（株） B-19

出展者広告 【小間番号：J-10】


