新型コロナウイルス弊社対応について
このたび新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、感染拡大により様々な影響を受けられま
した皆様に心よりお見舞い申し上げます。
弊社におきましては、政府より発令された「緊急事態宣言」に伴い、お客様への訪問自粛やご来
訪者の制限、あるいは出勤時間の変更や社員の体調管理など、感染拡大防止策を講じて参りました。
特に、お客様の緊急トラブルの際には、
「食」の生産業務をサポートするため、可能な限り迅速
に対応させて頂きましたが、出張後につきましては一定期間の自宅待機期間を設けるなど対策に努
めて参りました。
これらにより、お客様方との従来通りのコミュニケーションが図れず、ご不便をお掛けいたしま
したことをお詫び申し上げます。
また、緊急事態宣言は解除されましたが、今後につきましても感染拡大防止に努めながら、お客
様の機械トラブル時には、状況に応じて迅速に行動して参りますのでどうぞご安心下さい。

Willow 誌上展示会開催のご案内
新年度スタートと同時に、当社出展予定の上半期展示会が残念ながら全て開催中止となり、今後
の予定につきましても先行きが見えない状況であります。
つきましては、今回号では従来のメニュー構成を変更し、中止となった展示会と今後開催予定の
展示会のご案内も含め、
「誌上展示会」を開催し、ヤナギヤの最新機械情報をお届けさせて頂きます。

■今後開催予定の展示会（※弊社出展予定の展示会）
9/9 〜11（初） 第１回化粧品開発展（大阪）
9/30〜10/2

【インテックス大阪】

2020 ジャパンインターナショナルシーフードショー
【東京ビッグサイト南展示棟】

10/7 〜 9

SOUZAIJAPAN2020

11/18〜20

国際粉体工業展東京 2020

【東京ビッグサイト青海展示棟】
【東京ビッグサイト南展示棟】

11/25〜27（初） 第 1 回フードテックジャパン

【幕張メッセ】

11/25〜27

第 22 回インターフェックス Week 東京

【幕張メッセ】

1/13〜15

第 11 回化粧品開発展（東京）

【幕張メッセ】

2/24〜26

第 7 回インターフェックス

【インテックス大阪】

3/9 〜12

2021 モバックショウ

【インテックス大阪】

＜ 2021 ＞

■今年度、弊社が出展を予定し、中止となった展示会

東京

道

北海

大阪

福岡

1
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■･･･当社出品予定展示会 2020全国主要見本市・展示会情報（下半期７月〜 12月）

※展示会場へは、今一度主催者まで
ご確認の上、お出かけください。

会

期

展示会名

電話＆ URL

開催地

関係者 リード エグジビション
のみ ジャパン㈱

03-3349-8587
https://www.
cosme-i.jp

大阪

東京ビッグサイト
青海展示棟

関係者 外食ビジネスウィーク
のみ 実行委員会

03-6812-9423
https://www.gaishoku
business.jp/

東京

全国の農業、漁業、畜産業、食料・飲料製造業及び地
域性豊かな食材・飲料が一堂に集結

東京ビッグサイト
青海展示棟

関係者 全国食の逸品 EXPO
のみ 実行委員会

03-6812-9423
https://ippinexpo.jp

東京

第 22 回「ジャパン・イン
魚、シーフード、水産加工品、鮮度保持技術、食品加
９月30日〜
ターナショナル・シーフー
工技術
10月２日
ドショー」

東京ビッグサイト
南展示棟

関係者
（一社）大日本水産会
のみ

03-5775-2855
https://seafoodshow.com/japan/

東京

03-3503-7319
フードシステム ソリューショ
http://www.f-sys.
ン（F-SYS）実行委員会
info/

東京

第 1 回 化粧品 開発展
９日〜11日 【大阪】− COSME Tech
2020 [OSAKA] −

９月

24日〜25日

外食ビジネスウィーク
2020

24日〜25日 全国 食の逸品 EXPO

月

10

主 な 展 示 内 容

会

場

原料、OEM、容器パッケージ、研究機器、販促製品、
物流等、化粧品の研究・企画開発に必要なあらゆる製 インテックス大阪
品

同時開催

第15回ラーメン産業展
第11回そば・うどん産業展
第13回居酒屋産業展
第４回飲食店繁盛支援展
第２回ホテル・レストラン・カフェ産業展
第２回フードデリバリー・テイクアウト展
第１回レストランテック EXPO

主

催

者

7日〜9日

フードシステム
ソリューション
（F-SYS）2020

学校、病院、高齢者施設等大量調理に関わる設備、機
器、資材、食品等を網羅した専門展

東京ビッグサイト
青海展示棟

有料

7日〜9日

フードセーフティジャパン 食の安全・安心に関わる機器や資材、システム、サー
（FSJ）2020
ビス等を網羅した専門展

東京ビッグサイト
青海展示棟

有料

（一財）食品産業センター
（公社）日本食品衛生協会

03-3503-7827
http://www.f-sys.
info/

東京

7日〜9日

フードファクトリー（FF） 食品製造現場における業務効率化・設備改善を提案す
2020
る専門展

東京ビッグサイト
青海展示棟

有料

（一財）食品産業センター
（公社）日本食品衛生協会

03-3503-7807
http://www.f-sys.
info/

東京

7日〜9日

SOUZAI JAPAN 2020

中食・惣菜工場の「製造設備」と「衛生管理」を提案
する専門展

東京ビッグサイト
青海展示棟

有料 （公社）日本食品衛生協会

03-3503-7805
http://www.f-sys.
info

東京

有料 日刊工業新聞社

03-5644-7221
https://biz.
nikkan.co.jp/eve/
smart-factory/

東京

スマートファクトリー
14日〜16日
Japan 2020

14日〜16日

第4回
“ 日本の食品 ” 輸出 EXPO

14日〜16日

第5回
国際 6 次産業化 EXPO

生産管理と製造現場の先進化と効率化に関する製品・
技術が集結。情報管理システム、製造設備・装置、通
信機器・システム、工場内エネルギー、リスク対策、 東京ビッグサイト
開発支援・コンサル、IoT・AI、物流システム・機器
等
「輸出」に特化した食品商談展 米や食肉・魚等の農
水産物をはじめ、加工食品、菓子、ドリンク、調味料、
運輸等の食品メーカー・輸出関連企業が出展

幕張メッセ

関係者 リード エグジビション
のみ ジャパン㈱

03-3349-8511
http://www.
jpfood.jp/

千葉

食品加工機器、OEM（菓子・食品）
、鮮度・衛生管理、
販売支援、物流・IT 等の 6 次産業化に関する商品が
集結

幕張メッセ

関係者 リード エグジビション
のみ ジャパン㈱

03-3349-8511
https://www.
agriexpo-tokyo.
jp/ja-jp.html

千葉

関係者
（一社）日本能率協会
のみ

03-3434-1377
http://www.jma.
or.jp/hafp/

札幌

03-3537-1077
http://kansai.
fabex.jp

大阪

北海道アグリ・フードプロ “ 食のバリューチェーン ” を構成する生産、研究開発、
28日〜29日 ジェクト イベント＆カン 加工、流通、販売の各現場の課題解決（ソリューショ アクセスサッポロ
ファレンス 2020
ン）に役立つ製品・技術・サービス
28日〜30日

第8回
ファベックス関西 2020

中食・外食産業の課題を解決する業務用食品・食材、
機器・器具、容器・包装、その他サービス等を、多数 インテックス大阪
の企業が一堂に会し出展する展示商談会

11日〜13日

HOSPEX Japan 2020
病院・福祉給食展

調理設備機器・備品、衛生・クリンリネス・食中毒対
策、システム関連、調理室内設備機器・システム、テー
ブルウエア・容器他

東京ビッグサイト

関係者（一社）日本医療福祉設備協会
のみ （一社）日本能率協会

03-3434-1988
http://www.jma.
or.jp/hospex/

東京

健康や栄養管理につながる食品や飲料、原材料

東京ビッグサイト

関係者
（一社）日本能率協会
のみ

03-3434-1988
https://jma-kkp.
com/

東京

ア グ ロ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン 食品加工機械、流通加工、鮮度管理・品質保持機械、
11日〜13日 2020 農産物加工・流通 輸送資機材・サービス、保管・収納、貯留、選果・選別、 東京ビッグサイト
技術展 2020
GAP 認証コンサルティング

関係者
（一社）日本能率協会
のみ

03-3434-1988
http://www.jma.
or.jp/ai/

東京

食品加工・包装・管理設備機器、厨房・調理設備機器、
野菜・果物ワールド 2020 サニテーション、レストラン・フードサービス設備機
11日〜13日 第 3 回野菜・果物調理・ 器、環境保全設備機器、物流・ロジスティクス、新メ 東京ビッグサイト
加工技術展
ニュー・レシピ提案、専門書籍、経営コンサルティン
グ・教育、人材派遣

関係者
（一社）日本能率協会
のみ

03-3434-3453
https://jmavegexpo.jp/

東京

03-5296-1017
https://www.
hijapan.info

東京

JMA
11日〜13日 カラダ改善プロジェクト
第 2 回 カラダ改善食品展

月

11

入場料

有料

日本食糧新聞社

16日〜18日

新しい味・香り・テクスチャー・色のソリューション
食品開発展 2020
が一堂に “ 食品の美味しさを追求する ” 展示会＆会議。 東京ビッグサイト
フード・テイストジャパン
食品添加物／天然原材料／評価／製造／包装

有料

18日〜20日

国際粉体工業展東京 2020 製造・プロセス機器、計装、測定、ラボ機器、材料、
東京ビッグサイト
POWTEX TOKYO 2020
エンジニアリング、他

有料 （一社）日本粉体工業技術協会

03-5297-8855
http://www.
appie.or.jp/

東京

（一社）ペットフード協会
有料 （一社）日本ペット用品工業会
メッセフランクフルトジャパン㈱

03-3262-8460
http://www.
interpets.jp

愛知

21日〜22日 インターペット愛知

ペットに関わるフード、ファッション＆アクセサリー、
インテリア、トイレタリー、ギフト、アウトドア、医
療器・医薬品等

Aichi Sky Expo

UBM ジャパン㈱

第 22 回インターフェックス
医薬・化粧品を製造・研究するための機器・システム・
25日〜27日 ジャパン
技術
（医薬品 化粧品 製造展）

幕張メッセ

関係者 リード エグジビション
のみ ジャパン㈱

03-3349-8509
https://www.
interphex-japan.
jp

千葉

第 1 回 フードテック ジャ
25日〜27日 パン（食品製造の自動化・ 食品製造機械やロボット、IoT・AI ソリューション等
省人化のための商談展）

幕張メッセ

関係者 リード エグジビション
のみ ジャパン㈱

03-3349-8509
https://www.
foodtechjapan.jp

千葉
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FOOMA JAPAN 2020「WEB 展示会」開催中！
開催日程：6 月 23 日〜 8 月 31 日

6 月 23 日（火）〜 26 日（金）の 4 日間、インテッ
クス大阪を会場に初の大阪開催となるはずであった
FOOMA JAPAN 2020 大阪（国際食品工業展）は、残念
ながら コロナウイルス感染拡大防止の影響を受け 4 月
13 日 に開催の中止 が決定いたしました。

■連続式スチームオーブン

新 規 ユ ー ザ ー 様 へ の 絶 好 の PR の 場 と し て、 ま た
弊社最大イベントとしての位置付けにある「FOOMA

※実機

JAPAN」がこのたび中止になったことは非常に残念で
すが、現在、FOOMA 公式 WEB サイトでは、
「WEB 展
示会」が開催中であり、出展予定であった各社の製品・
サービスなどが紹介されています。
また、本誌におきましては WEB 展示会掲載機種につ
きましては限りがありますので、「誌上展示会」で多機
種ご紹介させて頂きます。

■光加熱式連続焼成機

赤外

線焼

成

■フードミキサ
「マイクロミ

展示機

■搾汁機「ツイ
※連結も可能
※実機

■パワーフライヤー

᭗ภࡇ éࣖݣᲛ
電気加熱式光ヒーター採用
米菓などの高温度用フライヤー

高温

度揚

げ

※実機

5

ヤナギヤニュース2020年7月号

蒸気量 ･ 加熱温度を調整して最高の “ おいしさ ” を追求！
高効率・時間短縮＆省エネ
「蒸し」・
「焼き」・「蒸し焼き」、1 台 3 役
加熱条件設定自由自在
ふっくら仕上げで食感・歩留まり向上
オーダーメイド設計可能

展示機

サー
ックス」

蒸し

・焼

き

減圧
加
減圧 熱撹拌
冷却
撹拌

原料投入時

減圧加熱撹拌（でんぷん）
原料取出時

減圧加熱撹拌（練りみそ）

ンマイスター」

減圧撹拌（練りわさび）

展示機

搾汁

※搾汁テスト
※実機

展示機

（ゴーヤ）

（ショウガ）

（ニンジン）

（リンゴ）

（大豆：オカラ）
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