DJ20̲INV̲VIP招待券̲F̲J（fujimoto）

VIP 招待券

※見本

本招待券に名刺 2 枚を添えて VIP 専用受付へご提出ください。
会 期：

2020年 11月 25日［水］〜 27日［金］

会 場： 幕張メッセ

主 催：リード

10 : 00 〜18 : 00
最終日のみ 17: 00 終了

エグジビション ジャパン（株）

共 催：
（一社）全国清涼飲料連合会*

特別協力：
（株）
ビバリッジ

飲料業界 日本最大

※1

ジャパン社

よりご招待申し上げます。
特典
申込
締切

!

ID
申込締切日前であっても、定員になり次第締切りとさせていただきます。

最新情報は Web へ

* 全清飲は展示会実施者としての責任を負わない

原 料 から 製造設備 まで

飲料・食品向け

▼

5

www.drinkjapan.jp

フードテック ジャパン 合わせ

400 社 出展
※2

本招待券に掲載の出展社数は、2020年7月22日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。 ※1 同種の展示会との出展社数の比較。 ※2 出展契約企業に加え、共同出展する グループ企業・パートナー企業数も含む。

商品開発 / 製造エリア が 誕生！ 新製品 が 一堂 に 出展

会場レイアウト図
第 回

5

ドリンクジャパン

容器・パッケージ ゾーン
飲料・食品容器
容器材料・資材
キャップ/ラベル

プラスチック資源循環 ゾーン
バイオプラスチック
再生可能容器
環境機器

…など

新設

原料・素材 ゾーン
機能性素材
天然素材
添加物

POP・什器

ノベルティグッズ
販売支援サービス
新設

…など

OEM・受託 ゾーン

受託製造

…など

ろ過設備・フィルター

包装機械

殺菌装置・クリーン製品

ブロー成型・容器成型機

検査・測定機器

印字機

物流機器・サービス

●
●

●

…など

クラフトビール製造 ゾーン

IoT・自動化 ゾーン

ビール原料（ホップ・麦芽・香料など）

IoT/AIソリューション

ビール醸造タンク

生産管理システム

ビール容器・ケグ

FA機器・産業用ロボット

醸造設備・備品

自動化機器

ビールサーバー

省人化機器

…など

…など

出入口

全参加者へ マスク着用を徹底
扉の開放、空調設備による常時換気

ロボット/AGV
IoT・AIソリューション
● 製造装置
● 検査・測定装置
● HACCP関連製品
…など
●

新設

本展では、徹底したコロナ対策を実施します
●

搬送機器

…など

出入口

●

200 社 が 出 展

充填機

新設

OEM・ODM
PB開発

…など

充填・包装 ゾーン

製造・醸造設備

…など

幕張メッセ 1〜3 ホール

製 造 エリア

製造・醸造 ゾーン

食品分析・品質管理 ゾーン 販促・マーケティング ゾーン
測定・分析機器
食品分析・検査サービス
分析・試験受託
…など

飲料 液状食品 開発･製造 展

200 社 が 出 展

商品開発 エリア
新設

同時開催

本図は実際のレイアウトと異なる場合がございます。

出入口

詳細は Web へ ▶ www.drinkjapan.jp/doc_coronavirus/

全ての出入口に 消毒液を設置
医師・看護師が 医務室に常駐

●
●

全参加者に サーモグラフィ等による体温測定
セミナー会場での 座席間隔の確保
…など

▼ 来場者登録欄（ご来場前にあらかじめご記入のうえ、名刺 2 枚を添えて展示会受付にお持ちください。）

同時開催のすべての展示会に入場いただけます。

●来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナー、関連サービスの案内をさせていただきます。また、報告書などに本展の来場者として氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載する
ことがあります。掲載を希望されない場合は次の□にチェックを入れてください。 □ ●展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。 ●感染者発生時には、最低限必要と
なる個人情報を政府機関・自治体の要請により開示することがあります。 ●弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ(https://www.reedexpo.co.jp)をご覧ください。

■アンケートにお答えください。

1.あなたの会社（または団体）の業種は？
□ A 清涼飲料メーカー
□ G 容器・パッケージメーカー
2.あなたの職種は？
□ A 研究開発
□ G 施設・設備

□ B 酒類メーカー
□ H OEM・製造受託メーカー

□ C 牛乳・乳製品メーカー
□ I 機械・設備・部品メーカー

□ D 食品・調味料メーカー
□ J 商社・代理店

□ E 医薬・健康食品・化粧品メーカー
□ K その他
（

□ F 原料・添加物メーカー

□ B 製造・生産技術
□ H 物流

□ C 商品企画
□ I 情報システム

□ D 品質管理・保証
□ J 営業・マーケティング

□ E 購買
□ K その他
（

□ F 経営・管理

3.今後本展へのご出展につきまして

□ A 出展したいので、連絡がほしい。 □ B 出展を検討したいので、詳しい資料がほしい。

）

）

□ C 出展対象でない。

※会場内でのカメラ・動画などによる撮影は固くお断りいたします。※一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。

裏面に続く

セミナーの無料招待

など

VIP特典を掲載！

裏面へ

DJ20̲INV̲VIP招待券̲B̲J（fujimoto）

VIP 限定特典

今すぐお申込みください

有料セミナー（通常 8,000円）が 3 講演 無料

事前申込制

※下記の有料講演の内、お好きな講演を３つまでお申込みいただけます。受講無料の特別講演も併せてお申込みいただけます。

DR-K 飲料産業の新時代へ！今後の展望とは？

新 設 クラフトビールフォーラム

11月25日［水］10：30〜12：00

同時通訳付 日/英

ブリューパブへようこそ！
クラフトビールのコト消費戦略

全国第一号地ビール「エチゴビール」から
見た日本のビールのこれから
エチゴビール（株）取締役 工場長／
（株）
ビアスタイル21 取締役 佐々木 正幸

会長／

農林水産省

COEDOのGlobalブランディング戦略

高発酵度ビールとサイダー用イーストの
発酵ソリューション
（株）協同商事 コエドブルワリー
Fermentis by Lesaffre
代表取締役社長 ビール伝道士 朝霧 重治 Regional Technical Sales Manager, Ruth Leary

大臣官房審議官
道野 英司

代表取締役社長
米女 太一

ブリューパブスタンダード（株）代表取締役／
（一社）アルファ 理事 松尾 弘寿

異業種から参入 クラフトビール起業の
沖縄発！地域密着型ビールメーカーとしての、
事業計画と設備設計
オリオンビールのこだわりとは？
オリオンビール（株）
Far Yeast Brewing（株）
代表取締役 山田 司朗
代表取締役社長 兼 CEO 早瀬 京鋳

（一社）全国清涼飲料連合会

アサヒ飲料（株）

無料

専門セッション／特別講演
DR-1

11月25日［水］10：30〜12：00

IoT・自動化による、生産・サプライチェーンの変革

（株）日立製作所
インダストリー事業統括本部 事業戦略統括本部 担当本部長
末次 陽二
横河電機（株）
ライフイノベーション事業本部 ソリューションセンター
食品コンサルティング課 操業改善アドバイザー 相原 正幸

DR-4

11月25日［水］15：30〜17：00

需要拡大を実現した「商品の価値創り」
チャレンジ秘話

DR-2

DR-3

11月25日［水］13：00〜14：30

機能性素材の研究と商品展開の最新事例
（株）
ビバリッジ ジャパン社
代表取締役社長 編集発行人 埴 義彦
（株）ファーマフーズ
執行役員 開発部 部長 山津 敦史

DR-5

11月25日［水］15：30〜17：00

成功事例から学ぶ！
コカ・コーラ＆サントリーのブランド戦略・開発秘話
日本コカ・コーラ（株）
マーケティング本部 アルコールグループ シニアマネージャー パトリック サブストローム
サントリー食品インターナショナル（株）
ジャパン事業本部 ブランド開発事業部 課長 高原 令奈

DR-6

11月26日［木］10：30〜12：00

ヒット商品の開発・マーケティング戦略とは？

11月26日［木］10：30〜12：00

プラスチック資源循環の最新事例

〜PETボトルリサイクルの現状と今後の展望〜

キリンビバレッジ（株）
ダイドードリンコ（株）
マーケティング部 ブランド担当 担当部長 シニアブランドマネージャー 加藤 麻里子 マーケティング部 ブランド戦略グループ アシスタントマネージャー 森本 雅也
ポッカサッポロ フード＆ビバレッジ（株）
（株）明治
事業統括本部 レモン食品事業部 副部長 池端 幸司 マーケティングソリューション部 マーケティング学術G 専任課長 木ノ内 俊

DR-7

11月26日［木］13：00〜14：30

「ホワイト物流」による物流改革の取組み

同時通訳付 日/英

11月27日［金］13：00〜14：30

飲料製造ラインの最前線

〜現状と今後の展望〜

DR-S1

（株）伊藤園
農業技術部 副部長 兼 農業技術一課長
伊藤 章雄
UCC上島珈琲（株）
農事調査室 室長 中平 尚己

同時通訳付 日/英

無料

〜アサヒ飲料 群馬工場、海外リサイクル事例〜
〜ペット回収 ×ラベルレスの取組み〜
日本コカ・コーラ（株）
三菱重工機械システム（株）
技術本部 QSE 環境サステナビリティ 部長 柴田 充
設備インフラ事業本部 食品包装機械技術部 プラントエンジニアリング課
主席 穂坂 繁彦
アサヒ飲料（株）
マーケティング本部 マーケティング二部
Starlinger & Co. Gesellschaft m.b.H.
お茶・水グループ 課長 飯島 宙子
Regional Sales Consultant, recycling technology, David Schweinzer

DR-S3

同時通訳付 日/英

11月27日［金］10：00〜11：30

プラスチック資源循環の政策動向

無料

DR-S4

同時通訳付 日/英

経済産業省
横手 広樹
環境省
冨安 健一郎

同時通訳付 日/英

無料

大日本印刷（株）
包装事業部 副事業部長 木下 善文
ユニバーサル製缶（株）
執行役員 技術開発部 部長 猪俣 学
同時通訳付 日/英

11月25日［水］13：00〜14：30

ビール・日本酒「サステナブル＆差別化戦略」 無 料
で新たな需要を創造！

無料

アサヒビール（株）
イノベーション本部 本部長 清水 二郎
日本盛（株）
専務取締役 曽我 浩
商品開発室 課長 高野 将彰

https://www.drinkjapan.jp/priv/

VIP特典の申込みは

11月26日［木］15：30〜17：00

新たな時代における
容器の可能性・役割とは？

コカ・コーラ ボトラーズジャパン（株）
執行役員 経営改革本部長 荷堂 真紀
（株）大塚製薬工場
OS-1事業部 メディカルフーズ研究所 所長 戎 五郎

産業技術環境局 資源循環経済課長
環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室長

澁谷工業（株）
執行役員 技術管理本部 情報技術システム部 部長 村中 志有
三浦工業（株）
執行役員 企画統括部 統括部長
情報システム部・ブランド企画室担当 永渕 竜朗

AL-S1

11月27日［金］15：00〜16：30

激動の時代を勝ち抜くイノベーション戦略

11月27日［金］10：30〜12：00

アフターコロナ時代に向けた、
近未来の飲料工場の姿とは？

DR-S2

11月26日［木］13：00〜14：30

海洋プラ・環境問題へのイノベーション

専務理事 秋野 卓也
（株）エフピコ
環境対策室 ジェネラルマネージャー 冨樫 英治

DR-9

11月26日［木］15：30〜17：00

緑茶・コーヒーのサステナビリティ取組み

国土交通省 自動車局 貨物課長 伊地知 英己
（株）Mizkan 仕入統括部 調達2課 課長 原見 英生
レンゴー（株）
パッケージング部門 西部営業本部 担当部長代理 吉原 卓也
パッケージング部門 管理本部 部長 根本 篤

DR-10

DR-8

PETボトルリサイクル推進協議会

注意事項

1. 本人のみ利用可。
2. お申込みの際、宛名面のIDが必要。

定員になり次第、
締切日前でも受付終了いたします。 ※敬称略。セッションの録音、撮影は禁止です。講師、
プログラムが変更になる場合、
およびテキスト配付の無い場合がございます。
なお、掲載枠上 講師の役職・所属を省略させて頂いている場合もございます。

幕 張メッセ は 近くて 便利 です

東京 駅 から 電車 で 最速 23 分 JR京葉線 特急利用、海浜幕張駅までの所要時間

秋葉原

バス

東京駅

海浜幕張

約 30分
【JR京葉線（快速）】
約38分

JR総武線

約 15 分
京成バス

幕張本郷
約 40 分【高速バス】

羽田空港

約 40 分【高速バス】

横浜（ＹＣＡＴ）*

約 70 分【高速バス】

*

徒歩
約5分

幕 張 メッセ

電車

東京

約23分
【JR京葉線（特急）】

所要時間は交通状況により前後します。 臨時運行のため、運行されない場合があります。

上司、同僚の方を

ご紹介ください

ＶＩＰ招待券を差上げます
紹介先

www.drinkjapan.jp/vip/

お問合せ
主催者 リード エグジビション ジャパン株式会社 展示会 事務局

〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階
TEL：03-5324-1211 FAX：03-3349-4922
E-mail：dj-vis@reedexpo.co.jp

