• 展示会名

第7回CAFERES JAPAN

• 日

2019年7月3日（水）～7月5日（金）

時

10:00～18：00（最終日 17:00まで）

出展概要

• 会

場

パシフィコ横浜
（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1 丁目 1）

• 弊社ブース

小間 NO ７－５
コーヒーマシン・厨房機器エリア

入場バッジが印刷できるWEB事前登録を
ご利用ください。当日、受付で入場登録が不要です。

招待券1枚につき1名様の入場登録ができます。
こちらの招待券では入場できません。受付で入場登録が必要です。
本券をお持ちでない場合は、
入場料3,000円
（税込）が必要です。

Cafe & Wellness Week

★★★★★

JAPAN

日本最大級のカフェ・レストラン専門展

第7回

CRJ
CAFE & RESTAURANT

会

★★★★★

Ⓡ

http://caferes.jp
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

P&P
Pizza & Pasta SHOW

SHOW

ピッツァ・ピザ・パスタに関する
食材・機器・サービスが一堂に集まる専門展

Pizza & Pasta Show

世界のお茶・茶関連製品・設備の集まる専門展

International Tea Show

International Tea Show
第3回 インターナショナル ティーショー

第5回 ピザ & パスタ ショー

第7回 カフェ・喫茶ショー

主

催

Cafe
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期

2019

CAFERES JAPAN
CAFE & RESTAURANT JAPAN

・4日
・5日
7月3日（水）
（木）
（金）
10:00〜18:00 最終日17:00まで

飲食店舗リノベーション・新店オープンのための
設備・サービス専門展

Cafe
Design & Display Show

会場

第1回 カフェ デザイン&ディスプレイ ショー

TSO International株式会社

パシフィコ横浜
B・C・Dホール

自然食品・健康食品・サプリメント・健康食品素材に関する日本最大級の専門展

第 回

4

展示会運営事務局

ウェルネスフードジャパン
主

http://wfjapan.com

ウェルネスフードジャパン実行委員会

催

第1回

RICE

お米産業展
催

CAFE & RESTAURANT

★★★★★

JAPAN

★★★★★

XPO

info@caferes.jp
info@riceexpo.jp

info@wfjapan.com

〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台5-4-22
TEL:045-947-0801 FAX:045-947-0803

Rice EXPO

主

CRJ

ブルーマチックジャパン株式会社

お 米 の魅 力を 伝 え、お米 の 未 来 を担うお米に関する専 門 展

XPO

E-mail:

RICE

国 際 健 康 食 品・食 材 総 合 展

TEL: 03-5363-1701

http://riceexpo.jp

TSO International株式会社

外食・フードビジネスに関わる全ての方々、是非ご来場ください。
日本最大級のカフェ・レストラン専門展

★★★★★

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

JAPAN

P&P
Pizza & Pasta SHOW

SHOW

第7回

CRJ
CAFE & RESTAURANT

★★★★★

CAFERES JAPAN
CAFE & RESTAURANT JAPAN

ピッツァ・ピザ・パスタに関する
食材・機器・サービスが一堂に集まる専門展

世界のお茶・茶関連製品・設備の集まる専門展

Pizza & Pasta Show

International Tea Show

International Tea Show

すそ野が大きく広がっている市場に対し、
コーヒー・コーヒーマシ
ンをはじめ、カフェ・レストラン向けの食材・厨房、調理機器・テイク
アウト容器などカフェ、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です。

Cafe
D esign &
D isplay
S how

第3回 インターナショナル ティーショー

第5回 ピザ & パスタ ショー

第7回 カフェ・喫茶ショー

Ⓡ

カフェ・フードサービス業界で勝ち残るためにも注目のピッツァ・ピ
ザ・パスタに関する食材・機器・サービスが一堂に集まる専門展とし
て開催します。新メニュー開発、新業態開発、差別化にご活用いた
だけるパスタ・Pizza生地、食材・
トッピング材料・ピザ窯・オーブン等
を提案いたします。

初開催
飲食店舗リノベーション・
新店オープンのための設備・サービス専門展

Cafe
Design & Display Show

第1回 カフェ デザイン&ディスプレイ ショー

古来より定着しているお茶は、お店や自宅で楽しむファンが世界
中に増加しており、文化的な飲み方と味に海外のマーケットからも
注目されています。近年は原料・素材としても広がりを見せるお茶
にスポットを当て、世界のお茶・原材料から包装・設備を集めた商談
の場として開催します。

カフェ デザイン＆ディスプレイショーは、日本初のカフェ・レストラン向け
のデザイン技術・ディスプレイ製品・サービスに関する専門展として開催
いたします。味や接客だけでなく店舗の大事な要素である内外装へのこ
だわりとデザインに必要なデザイン家具・看板・照明・音響・メニューボード
等を取り揃え、店舗開発やリノベーションのアイデアを提案いたします。

自然食品・健康食品・サプリメント・健康食品素材に関する日本最大級の専門展
第
回

4

ウェルネスフードジャパン

国 際 健 康 食 品・食 材 総 合 展

自然食品・健康食品・サプリメント・健康素材が集まる専門展示会として開催するウェルネスフードジャパンは、
フー
ドサービス・流通でも課題であるオーガニック・グルテンフリーなど食の多様化と健康的な体づくりのための「食」
をテーマに最新情報と、製品を集めて開催します。

健康の基礎となる［食品］と［食材］が集まります

お米の魅力を伝え、お米の未来を担うお米に関する専門展
第1回

RICE

XPO

お米産業展

Rice EXPO

初開催

お米産業展はお米の魅力を発信し、お米の消費拡大のための専門産業展として初開催いたします。お米を美味
しく食べるための調理方法や技術、健康効果の最新情報とブランド米をはじめとするお米・雑穀・米加工品・など外
食・フードサービス業界関係者に役立つ情報収集、商談の場として開催します。

お米に関する様々なセミナーやイベントを開催!

展示会へのご来場は、ホームページからの入場バッジが印刷できる事前登録がお勧めです！
会場受付は30分以上ほどお待ちいただくことがあるほど、大変混雑いたします。事前登録をしていただければ、事前に入場バッジを印刷して来場し、受付でチェックインするだけなので、展示会場にスムーズ
に入場することができます。是非、事前登録をご利用ください。

事前登録での
入場方法

1

サイトから
事前登録を
行う

2

登録後、
マイページから
入場バッジを
「カラー」で印刷する

3

印刷した
用紙を持って、
受付の「事前登録」
レーンへ

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。 例年招待券での当日登録はこのように30

※こちらの招待券のみでは入場できません。受付で、入場登録が必要です。入場登録は当日会場でPCにてご自身で登録後、印刷されたバッジで入場できるようになるため、お待ちいただくことがございます。

分以上並びます。

カフェ×ウェルネス×6次化産業食品を扱う700社 が一堂に集結!!
※

バリスタグランプリ
2019 聴講無料

Espresso Italiano Champion
2019 in JAPAN 聴講無料

主催：日本バリスタ協会

7月5 日（金）

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
日間に渡って競い合い、日本一のバリスタを決定するイベントで
す。1日目の第一回戦を勝ち抜いた上位8名のバリスタが翌日の
準々決勝に進みトーナメント方式でグランプリを競います。同じ時
間、同じマシンなど同条件の中で、以下に高いクオリティーで、均
一の商品が提供できるかという安定性や基本力となる技術と
サービスやおもてなし・接客などのホスピタリティ部分までを審査
対象します。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。

受賞部門

初開催

受賞部門

審査部門

表彰式：会期中会場にて開催

店舗デザイン部門

地域活性化部門

店舗のブランディングに
適合したデザイン

地域の特性を
活かしたデザイン

リノベーション部門

未来カフェ部門

リノベーションによる
空間構成デザイン

カフェの新しい切り口を
提案したデザイン

（金）10:30〜17:00
日

ウェルネスフードジャパン
アワード2019

店舗デザインアワード2019

カフェ・レストラン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、各賞を選出されます。

7月5

日本の中で 市 場の 拡 大が 期 待できる健 康 食 品・自然 食 品 産
業の右 記の部門製品ごとに、2018年ー2019 年の間に発売
された製品を選出するアワードの表彰式を開催します。アワ
ード発 表後にはパーティーも開催されますので、是非ご参加
ください。

各部門から、ゴールド・シルバーなどの各賞を選出の他、
全応募から審査員特別賞を選出 表彰式：7月3日（水）

アンチエイジング部門

審査部門

美容・アンチエイジング産業に
貢献した食品が対象

ボディケア部門

食品原料部門

ボディメイキング、
ボディケアに
貢献した食品が対象

安心安全で食品産業に貢献した
原料・素材が対象

ナチュラル部門

OYATSU部門

地域素材を活用し
自然素材で作られた食品が対象

美味しさ楽しさに加え、健康増進にも寄与する
補食として貢献した食品が対象

オープニングセレモニー・
テープカット

業界ネットワーキング
パーティー

今年のCafe & Wellness Weekは、専
門的なテーマに分けて開催いたします。
カフェ・ウェルネス業界の産官学を代表す
る方々が参列予定。ぜひご参加ください。

出展社、VIP来場者、セミナー講師、実行委員会メ
ンバーなどが参加する人脈拡大、情報交換の場と
なる招待制のネットワーキングパーティーを初日終
了後に開催いたします。

7月3日（水）

聴講無料

主催：日本紅茶協会

紅茶のプロ「ティーインストラクター」の今年の顔を決めるコンテ
ストです。テーマは「夏を乗り切るための、心と身体を元気にする
ティーメニュー」。その独創性と美味しさ、デモンストレーションに
よる表現を競います。
メニュー開発のヒントにもなる作品の数々を
ぜひご覧ください。
「日本紅茶協会認定 おいしい紅茶の店ア
ワード」も合わせて開催予定。

本競技会は、イタリアに本部を置く国際カフェテイスティング協会（IIAC）が主催となり開
催される世界規模の大会の日本予選会です。世界各国で地区予選が開催され、予選優
勝者がイタリア本戦に集結し、世界一のイタリアエスプレッソの抽出技術を持つバリス
タチャンピオンが決まります。同一豆を使用し、メッシュ合わせから抽出までの技術と
IIACにて定義づけされたエスプレッソイタリアーノをIIAC認定資格を持つテイスターに
よりブラインドテイスティングにて判定し、イタリアエスプレッソ抽出技術を持つ日本代
表バリスタを決めます。競技の間の審査時間にはイタリア本部IIAC理事 ジャンパオロ
ブラチェスキ氏によるショートセミナー【イタリアエスプレッソの歴史】〜マシンの発展
と味わいの変化〜も開催予定。観覧・聴講無料なので是非、会場にお越しください。

カフェ デザイン&ディスプレイ ショー

Cafe
D esign &
D isplay
S how

ティーインストラクター
オブ・ザ・イヤー2019

主催：国際カフェテイスティング協会-日本（IIAC JAPAN）

・4 日
（木）
7月3 日（水）

※予定

7月3日（水）18:00〜

会期中に効率的に商談ができる 事前アポイントシステム をお使いください。
ホームページの出展企業一覧をご覧ください。
RICE

CRJ
CAFE & RESTAURANT

★★★★★

JAPAN

XPO

★★★★★

ブースで
商談
CAFERES JAPAN
http://caferes.jp

ウェルネスフードジャパン
http://www.wfjapan.com

お米産業展
http://riceexpo.jp

お探しの出展社、出展製品を検索できます。
出展社情報・出展製品、ブースでの商談内容を事前にチェックしてください。
ご興味をお持ちの出展社には、事前にアポイントを取ることができます。

パシフィコ横浜 交通アクセス

3

品川
新横浜

30分
東海道線

16分
横浜線

3分

横浜
菊名

みなとみらい線

3分
東急東横線

12分

徒歩
5分

パシフィコ横浜

2

渋谷駅から直通35分（東急東横線）
品川駅から直通24分（東海道線、みなとみらい線）
新横浜 駅から直通20分（横浜線、東急東横線）

みなとみらい

1

東急東横線

渋谷

