
令和４年９⽉ 27 ⽇ 
市政記者 各位 
（福岡県政記者クラブ、福岡経済記者クラブに同時提供） 
 
 九州の⾷を世界に発信︕⾷の展⽰商談会イベント 
 Food EXPO Kyushu 2022 を３年ぶりにリアル開催 
 
 Food EXPO Kyushu 実⾏委員会は、今年で９回⽬となる「Food EXPO Kyushu 2022」を
３年ぶりにリアル開催いたします。 
 つきましては、関係者の皆様への周知及び当⽇の取材へのご協⼒をお願いいたします。 

. 
会期︓ 令和４年 10 ⽉４⽇（⽕）〜５⽇（⽔）10︓00〜17︓00 
会場︓ 福岡国際センター（福岡市博多区築港本町２-２） 
主催︓ Food EXPO Kyushu 実⾏委員会 
    （福岡県、福岡市、福岡県商⼯会連合会、ｼﾞｪﾄﾛ福岡、福岡地域戦略推進協議会、福岡商⼯会議所） 
対象︓ ⾷品関連事業者（参加費無料） ※⼀般市⺠の参加不可 
申込︓ 右記公式サイト「来場申込」より登録が必要 https://foodexpokyushu.com/ 
 

 
 
 
 
 
 
（１）展⽰会 

九州・⼭⼝地域の⾷品関係企業・団体等 206 社がブース出展し、２⽇間で約 4,000 ⼈の来
場予定者（バイヤーや⾷品関連事業者）に対して⾃社の商品を PR 

（２）個別商談会 
当実⾏委員会が招聘した国内外の百貨店、商社、EC・外⾷関係者等のバイヤー29 社と九州

の⾷品メーカー161 社による事前予約制個別商談（25 分）を 491 商談実施予定 
（３）セミナー 

⽀援機関・⾷品関連事業者による 17 テーマのセミナーを会場内で実施（別紙「Food EXPO 
Kyushu 2022 セミナー」参照） 

（４）ライブコマース 
各社商品の販売・PR をライブ配信で⾏う「ライブコマース」を初めて展⽰会場内で実施（全国的

にも例の⾒られない先鋭的な取組みです） 
当⽇の取材申し込みは公式サイト「お問合せ」（https://foodexpokyushu.com/）よりお願いいたします。 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 
福岡市経済観光⽂化局 国際経済課 担当︓上原、⼭⼝ 
電話︓092-711-4335（内線2520） 

【本イベント及び取材申し込みに関するお問い合わせ先】 
Food EXPO Kyushu 実⾏委員会事務局（福岡商⼯会議所 産業振興部） 担当︓上野、⾥⾒ 
電話︓092-441-1119、E-mail︓food-expo-kyushu@fukunet.or.jp 

プログラム（予定） 

開催概要 

News Release 

＜Food EXPO Kyushu 2022 開会式＞ 
⽇時︓10 ⽉４⽇（⽕）9︓00〜9︓30 
場所︓福岡国際センター 
内容︓主催者挨拶、テープカット（※詳細については別紙「開会式次第」参照） 



2022年 10月 4日（火）10：10～16：40
2022年 10月 5日（水）10：20～15：20

展示会開催期間中に、バイヤー・食品関連事業者によるセミナーを実施します。

セミナーの詳細はホームページでもご確認いただけます。
https:/ / foodexpokyushu.com/html/ tenj ikai/seminar/

iBank マーケティング株式会社
【登壇者】 国武 宣道　マーケティング事業部　シニアマネージャー

ネット（クラウドファンディング・EC）とリアルを
融合した地域産品の販路拡大セミナー

10：50～11：20

HelpTech株式会社
【登壇者】 高橋 延明　代表取締役

最大8,000万円！ 広告費、設備の導入や
システムの契約に有効な補助金とは！？

11：30～12：00

株式会社マクアケ
【登壇者】 宮田 紗良　セールス局　九州拠点責任者

応援購入サービス「Makuake」を活用した
新商品開発・販路開拓セミナー

12：50～13：20

GastroduceJapan株式会社　
【登壇者】 若松 友貴　代表取締役

激化するEC業界を勝ち抜く方法
13：30～14：00

GMOメイクショップ株式会社
【登壇者】 広瀬 友樹

withコロナで勝つための食品ECセミナー
～メーカー、卸、小売業者の新しいEC戦略を紹介～

14：10～14：40

クラウドEC事業部 セールスグループ　
ソリューション営業チーム アシスタント　シニアチーフ

グローバル物流GP　福岡グローバル物流支店
スーパーバイザー

ヤマト運輸株式会社
【登壇者】 山本 浩史

食品の海外進出戦略における
高品質な物流サービスとは

14：50～15：20

株式会社QTnet
YOKAプロ部リーダー・現役ライバー

株式会社マキコミ
【登壇者】 原 昂生（KOSEI）

トップ・コマースライバーが語る！
新時代のマーケティング

15：30～16：00

株式会社CAMPFIRE
【登壇者】 長田 拓　CAMPFIRE事業統括部セールス・アライアンスチーム

クラウドファンディング「CAMPFIRE」
における新しい販路開拓の形

16：10～16：40

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
【登壇者】 鳥飼 信哉　九州第2支店　スーパーバイザー

え、あのTSUTAYAで
POPUPできるんだって？

12：10～12：40

株式会社Infidex
【登壇者】 松本 祥平　LINE活用推進部

LINEで解決！「売上UP」と「人手不足」を
解消する活用法

12：50～13：20

味珍味（香港）有限公司
【登壇者】 呉 寶舜 （Frankie Pao Shuen WU）　会長

香港における日本食の現在と未来
11：00～12：00

中小機構 九州本部
【登壇者】 吉田 明弘　中小企業アドバイザー（国際化・販路開拓

欧州の日本食品のトレンドと今すぐ活用できる！
中小機構の海外展開支援メニュー

12：10～12：40

株式会社丸井
【登壇者】 山根 恵里　チーフリーダー

リアル店舗への出店・オンライン
出店サービスOMEMIEについて

10：20～10：50

イーキューワールドワイド株式会社
【登壇者】 北野 和哉　営業統括

ECU Worldwideの冷蔵・冷凍食品の
海上混載サービス　～日本から世界へ～

14：10～14：40

株式会社日本政策金融公庫福岡支店
【登壇者】 岩崎 幹央　融資第二課長

日本政策金融公庫の融資制度概要
13：30～14：00

10月 4日（火）

10月 5日（水）

福岡国際センター 1F （特設セミナー会場）■会　　場 ：
すべての出展者および来場者■対　　象 ：

無料■参加費 ：

事前予約はございませんのでプログラムをご確認のうえ、
会場までお越しください。 ※来場申込は必要です。

■参加方法 ：

■日　時

株式会社 岩田屋三越
【登壇者】 浦郷 弘忠

岩田屋三越における
食品ギフトの取り組みについて

10：10～10：40

食品・レストラン営業部
フーズギフト・食品ふるさと納税担当

九州経済産業局
【登壇者】 山本 恵一郎　国際企画調査課　総括係長
           山口 登　国際企画調査課 係長
           佐藤 誠悟　国際課　国際係長

九州の食の輸出拡大に向けた取組について
14：50～15：20
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［主催］ Food EXPO Kyushu 実行委員会（福岡県、福岡市、福岡県商工会連合会、ジェトロ福岡、福岡地域戦略推進協議会、福岡商工会議所）
［お問い合わせ］Food EXPO Kyushu 2022 運営事務局（合同会社オフィスビーワン） Email：fek-support@officebeone.com　TEL：090-9722-3868（平日9:30～17:30）

2018年 2019年
来場者数 4,351人 4,384人

出展者数 219社・団体 263社・団体

バイヤー数 21ヶ国149社 （海外86社、国内63社） 18ヶ国129社 （海外81社、国内48社）

●過去の開催実績（3年ぶりの“リアル” 開催となります。）

会期中は会場周辺駐車場の混雑が予想されます。
ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

・国際センター・サンパレス前
   （西鉄バス80番、99番）
・国際会議場・サンパレス前
   （西鉄バス 11番、19番、88番、BRT）

●アクセス 会場：福岡国際センター （〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町2-2）

新型コロナウイルス感染予防対策の上、開催します。ご来場の皆さまのご協力をお願いいたします。

最新の出展者・セミナー情報 等はFood EXPO Kyushu 2022 ホームページからご確認下さい。
https://foodexpokyushu.com/検索フードエキスポ九州2022

展示会来場申込募集中！

世界的にも優れた高付加価値の九州・山口産農林水産物、加工
食品を国内外に発信し、地場食品関連企業の更なる売上向上、販
路拡大及び地域経済の振興を図ることを目的として、食の展示会
を実施いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。 

開催のご案内

最寄駅

最寄のバス停
・地下鉄呉服町駅（徒歩12分）

会　期

時　間

会　場

対　象

魅力3

2022年 10月4日（火）・5日（水）
10：00～17：00
福岡国際センター 入場料 無料
・九州・山口の農林水産物、加工食品をお探しのバイヤー・商社
・食産業向けの機器・サービスをお探しの食品メーカー・飲食店 
・食産業の情報収集を目的とした事業者・各種団体　など

魅力1 九州・山口の食品メーカー等が約200社出展予定！

魅力2
食産業向けの機器・サービス提供事業者が
約15社出展予定！
バイヤー・支援機関・食品関連事業者による
無料セミナーを実施！

無料の来場
お申込は
コチラから！



Food EXPO Kyushu2022 開会式次第 

 

日 時：2022年10月4日（火）9:00～ 

場 所：福岡国際センター 

 

 

１．開会 

（９：００～９：０２） 

 

２．川原正孝 実行委員長 開会宣言 

（９：０２～９：０４） 

 

３．福岡商工会議所会頭 挨拶 

（９：０４～９：１０） 

 

４．来賓紹介 九州経済産業局・九州農政局 

（９：１０～９：１２） 

 

５．テープカット 

（９：１２～９：１７） 

［実行委員会各代表者］ 

福岡商工会議所         会頭 谷川 浩道（たにがわ ひろみち） 

福岡県             副知事 江口 勝（えぐち まさる） 

福岡市             副市長 中村 英一（なかむら えいいち） 

福岡県商工会連合会       副会長 組坂 眞一（くみさか しんいち） 

独立行政法人 日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター  所長 森 則和（もり のりかず） 

福岡地域戦略推進協議会     事務局長 石丸 修平（いしまる しゅうへい） 

Food EXPO Kyushu 実行委員会   実行委員長 川原 正孝（かわはら まさたか） 

 

［来賓］ 

九州経済産業局 局長 苗村 公嗣（なむら きみひで）様 

九州農政局  経営・事業支援部 食品企業課長 松尾 佳典（まつお よしのり）様 

 

６．写真撮影  ※テープカット参加者が対象 

（９：１７～９：２２） 

 

７．閉会 

（９：２２） 
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