
2023年1月吉日
報道関係者 各位

外食ソリューションEXPO事務局

焼肉ビジネスフェア2023／居酒屋JAPAN2023 in 東京
展示会取材のお願い

平素よりお世話になっております。
肉料理を扱う全ての外食店様へ向けた専門展示会「～ミートフードＥＸＰＯ～焼肉ビジネスフェア２０２3」、
国内随一の規模と質を誇る、飲食業界・外食業界をターゲットにした専門展示会
「～居酒屋の未来を創造する～居酒屋ＪＡＰＡＮ２０２3」東京会場での開催につきまして、下記の通り
開催日程をご案内させていただきます。
開催にあたり、詳細のプレスリリースをお送りさせて頂きますので、報道関係者の皆様にはさまざまな
角度から取材いただきたくお願い申し上げます。
事前に告知をいただける場合は、お手数ですが掲載情報などを事務局までご連絡ください。

記

＜添付資料＞

1. 開催日時
2. 焼肉ビジネスフェア／居酒屋JAPAN
２展合同開催 総称のご案内

３. 協力団体、会場内 企画のご案内
4. 取材事前申込書

以上

開催日時

【東京会場】
第１5回 ～ミートフードＥＸＰＯ～ 焼肉ビジネスフェア２０２3 in 東京
第8回 ～居酒屋の未来を創造する～ 居酒屋ＪＡＰＡＮ２０２3 in 東京

■日時： ２０２3年1月18日（水）-1月19日（木） １０:００～１７:００
■会場： 池袋サンシャインシティ文化会館

〒170-8630 東京都豊島区東池袋３丁目１−４ サンシャインシティ

「焼肉ビジネスフェア2023」「居酒屋ＪＡＰＡＮ２０２3」東京会場は
約３５０社 約４６０小間にご出展いただき開催いたします。
生産者が直接提案する産地の食材や、人手不足に悩む現場を助けるレストランテック商材など、
仕入れや経営の課題解決に向けた提案が目白押し。幅広い商材が一堂に会する、またとない機会です。

公式ホームページにて最新情報を随時更新しております。
セミナー情報、前回開催の様子など詳細はこちらからご覧ください。

【焼肉ビジネスフェア】 https://yakinikufair.com/
【居酒屋JAPAN】 https://izakaya-japan.com/ 
【2展共通：ＷＥＢ展示会】 https://izakaya-japan.com/web-exhibition/

https://yakinikufair.com/
https://izakaya-japan.com/
https://izakaya-japan.com/web-exhibition/


平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、２０２３年１月より、焼肉ビジネスフェア・居酒屋ＪＡＰＡＮを
年２回（東京・大阪）開催するにあたり、焼肉業界・居酒屋業界のみならず、
より幅広い飲食・外食業界の皆様にもお越し頂けるような
業界唯一の専門展示会とすべく、２展合同開催の総称を
『外食ソリューションＥＸＰＯ』といたします。

『外食ソリューションＥＸＰＯ』は飲食・外食業界における各分野の垣根を超えた
課題解決や新たな発見の場を目指し、
多岐にわたる飲食・外食業界の専門展示会を創出してまいります。
これまで以上に飲食・外食業界に特化した専門展示会として
皆様により活発な商談の場をご提供いたします。

また、２展の総称を『外食ソリューションＥＸＰＯ』とするにあたり、
焼肉ビジネスフェア・居酒屋ＪＡＰＡＮ各事務局を
【外食ソリューションＥＸＰＯ事務局】と統一化することとなりました。
それに伴い、各事務局の電話番号も統一化させていただきます。
メールアドレスならびにFAX番号に関しましては変更ございません。

引き続き、『外食ソリューションＥＸＰＯ』（焼肉ビジネスフェア・居酒屋ＪＡＰＡＮ）を
宜しくお願いいたします。

記

変更後の電話番号

【変更前】
焼肉ビジネスフェア事務局 ０３-５８４３-６９７２
居酒屋JAPAN事務局 ０３-５８４３-６９７５

↓

【変更後】
外食ソリューションＥＸＰＯ事務局 03-5843-6972

以上

焼肉ビジネスフェア・居酒屋JAPAN
２展合同開催 総称のご案内



主 催 焼肉ビジネスフェア実行委員会

共 催 日本食糧新聞社

特別協力 事業協同組合 全国焼肉協会(JY)

開催協力 外食産業記者会

開催協力 日本バーベキュー協会

特別協賛
一般社団法人 大阪外食産業協会（ORA）

協 賛
全国食肉業務用卸協同組合連合会、
全国食肉事業協同組合連合会、
一般社団法人日本居酒屋協会、
一般社団法人 日本食鳥協会、
公益社団法人 日本食肉市場卸売協会、
一般社団法人 日本食肉加工協会、
公益財団法人 日本食肉消費総合センター、
一般社団法人 日本畜産副産物協会、
一般社団法人 日本馬肉協会、
一般社団法人 日本養豚協会、
日本ハム・ソーセージ工業協同組合

協 力 日食外食レストラン新聞、焼肉新聞、
フードスタジアム

外食業界に向けた最新商品・情報が
池袋サンシャインシティ文化会館に集結致します！

主 催 居酒屋JAPAN実行委員会

特別後援 一般社団法人 日本回転寿司協会

協 賛
一般社団法人 大阪外食産業協会（ORA）
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会

開催協力
外食産業記者会、一般社団法人 ChefooDo

特別協力
※飲食店を中心とした全国各地の勉強会にご協力頂いております

一般社団法人ICOO会(博多)、五十六会(大阪)、
関西飲食店オーナー交流会エフロク(大阪)、
大分KARUU会(大分)、
岡山飲食業協同組合(岡山)、外食SX、
京都TSUBASU会(京都)、
一般社団法人熊本を飲食から盛り上げる会(熊本)、
LLP法人 神戸と浪花を盛り上げる会(大阪)、
薩摩IKKASU会(鹿児島)、
一般社団法人太陽の会(東京)、
NAGOMU(名古屋)、
一般社団法人日本飲食業経営審議会、
一般社団法人日本飲食団体連合会、
一般社団法人日本ファインダイニング協会、
一般社団法人フードビジネスロイヤーズ協会、
一般社団法人楽花成の会(大阪)、
一般社団法人レストランテック協会

協 力 NPO法人 ココロのバリアフリー計画

約４０の業界団体・６つの専門メディアがコラボ!!

全国焼肉協会や日本居酒屋協会、居酒屋甲子園などをはじめとした約40の業界団体と、
日本外食新聞、外食日報、FOOD FUN! 、フードスタジアム、日本食糧新聞、
日食外食レストラン新聞の6つの専門メディアによるバックアップのもと
本展は飲食業界・外食業界全体を盛り上げてまいります。

協力団体 一覧

※写真は2022年
東京会場開催時のもの

（順不同）

【焼肉ビジネスフェア】 【居酒屋ＪＡＰＡＮ】



展示会会場内 企画のご案内

オープニングセレモニー

2023年東京会場のオープニングセレモニーは

１月１８日(水) ９：2０より、焼肉ビジネスフェア会場入り口前にて２展合同開催！
各業界を代表する有名外食店オーナーの皆さまにご登壇いただきます！

有名繁盛店の代表、総勢７０名以上の超豪華セミナーを連日開催！
詳細なスケジュール、登壇者一覧につきましては公式ホームページをご確認ください！

セミナー登壇者 一部ご紹介！ （順不同・一部抜粋）

特別セミナー

【焼肉ビジネスフェア】 https://yakinikufair.com/seminar/
【居酒屋JAPAN】 https://izakaya-japan.com/seminar/

展示会 前段企画のご案内

新春雑談番組

レストランテック協会様の
オフ会ブランド「飲食革命」が居酒屋JAPANとコラボ！
新春雑談番組「飲食革命」として、
2023年1月4日から17日まで平日12:00〜12:30
の期間限定オンライン配信番組として放送致します！

【ご視聴はこちらから】
https://bit.ly/3Ft9rBS

https://yakinikufair.com/seminar/
https://izakaya-japan.com/seminar/tokyo.html
https://bit.ly/3Ft9rBS


第19回 外食アワード2022

「外食産業記者会」主催の「外食アワード2022」表彰式・交流会を会場内にて開催いたします。
2022年に目覚ましい活躍をみせ、業界に価値ある仕組みを示した外食事業者と、
外食事業者をサポートする中間流通・外食支援事業者などを【外食アワード2022】として
表彰いたします。（※事前予約制／飲食店様のみ参加無料、飲食店様以外は有料）

地域の食産業や外食産業を応援すべく、食に関わるアワードを開催いたします！

表彰式＆交流会 1月18日（水）15：00～16：30 セミナーA会場

第3回 居酒屋・焼肉デザインアワード2023

新しい店舗のあり方を提案・発掘する場として居酒屋・焼肉デザインアワード表彰式を行います。
なお受賞作品は会場内「居酒屋・焼肉デザインアワードコーナー」にてパネル展示を行います。

表彰式 1月1９日（木）13：30～14：30 セミナーA会場

会場内 企画のご案内

フードアワードステージ

美味アワード コラボセッション

居酒屋JAPANの開催にご協力頂いている
「食べるＪＡＰＡＮ美味アワード運営委員会」主催の美味アワードとの
豪華コラボセッション！

有名シェフにご登壇いただき
地域産品を活用した外食産業成長のヒント
〜食べるJAPAN活動の事例を通じた飲食店での付加価値創造のポイント〜

と題してお送りいたします！

コラボセッション 1月1８日（水） 10：30～12：00 セミナーA会場

を設置!!

今回、日本バーベキュー協会様に
特別後援いただき、
バーベキューのビジネスショー
【 BBQゾーン 】を実施いたします。
バーベキューに関する商材を取り扱う
企業様に多数ご出展いただきますので
ぜひご注目ください！

主催：外食産業記者会



御社名

取材日時 2023年 月 日 （ ） 時 分～

取材代表者名 （取材人数 名）

連絡先

TEL

FAX

E-mail

□ 番組名 コーナー名：

放映予定日時 月 日（ ） 時 分～ 時 分

□ 媒体名

掲載予定日 月 日 （ ）

取材事前申込書

１月１６日（月）までにFAXにてご返送ください

【プレス登録のご案内】
◆入場のご登録は事務局にて受付いたします。
◆取材後の掲載誌またはコピー（映像はVTR）を主催事務局までお送りいただきますようお願い申し上げます。
◆映像取材の場合、放映は必ず会期終了後にお願い申し上げます。

※映像取材の場合は必ず事前にお知らせください

当日はご記入いただいたこちらの申込書をプレス受付にご提出ください。

ＦＡＸ：０３-５８４３-６５２９

●お申込みいただいた内容につきまして、事務局からご連絡させていただく場合がございます。
●業界紙以外のメディアからの取材申し込みはお断りさせていただいております。
●そのほか、本申込書にて事前申込みをいただいた場合でも、事務局にて取材をお断りする場合がございます。

注意事項

《本件に関するお問い合わせ先》
外食ソリューションEXPO事務局（株式会社エヌイーオー企画内）
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-12-2 ASKビル5階
TEL：03-5843-6972 ／ E-mail：info@yakinikufair.com ／ info@izakaya-japan.com
FAX：03-5843-6529
公式HP https://yakinikufair.com/ ／ https://izakaya-japan.com/

mailto:info@yakinikufair.com
mailto:info@izakaya-japan.com
https://yakinikufair.com/
https://izakaya-japan.com/
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