
会期：2018年6月27日[水]～29日[金] 
              10時～18時（最終日のみ17時まで） 
会場：東京ビッグサイト 
主催：リード エグジビション ジャパン㈱ 

食品 向け 最新製品・技術に注目！ 
 弊社リード エグジビション ジャパン（株）は、2018年6月27日（水）から３日間、東京ビッグサイトにて「第31回 
インターフェックス ジャパン」  「第12回 医薬品原料 国際展」 「第3回 ドリンク ジャパン」を開催いたします。本展には
製薬、化粧品、飲料メーカー向けの原料や設備、装置や容器などが出展しますが、「食品」向けの製品や 
サービスも多数展示いたします。ぜひこちらにもご注目いただきお越しください。 

展示製品紹介（一部抜粋・予定） 

商品開発に活かせる 原料・機器・サービス 

植物抽出エキス 
                                     
                 小城製薬（株） 

医薬品はもちろん、食品・化粧品の 
原料にもお使い頂ける高品質の天然
物抽出エキスです。あらゆる剤形を 
ご用意しております。 

九鬼 ヘルシーセサミ ファインパウダー黒 
                   
                   
                 九鬼産業（株） 

世界初の飲料に使える超微細の 
ごまパウダー。抹茶と同等の粒度を 
実現しているため、ざら付きを感じず、 
ごまの風味と栄養素を付与することが
できます。ミルクとの相性がよく、 
ラテとしての用途がお勧めです。 

世界初 
NEW 

ベリーパウダーシリーズ 
                                     
                 （株）フジ 

栄養価の高いベリーを加工したパウダー 
シリーズは添加物が一切使用されて 
いない100％ナチュラルな商品です。 

フィトセラマイド 
                                     
                  一丸ファルコス（株） 

国産米由来グルコシルセラミド、機能
性表示食品（保湿）に対応していま
す。スペック豊富で、アイテムに合わせ
お選びいただけます。溶解性も高く、 
ドリンクやゼリーへおススメのアイテム。 

自動滴定装置 
                                     
                 平沼産業（株） 

醤油の塩分、食用油の過酸化物価・ 
酸価、梅干や漬物の塩分・酸度、など 
多様な用途に用いられている自動滴定
装置。もしまだ手分析なら、メリット 
いっぱいの自動滴定装置で仕事の 
効率化を図りませんか？ 

世界初 
デモあり 

NEW 
電位差自動滴定装置 AT-710シリーズ 
                       
               
                 京都電子工業（株） 

酸度や塩分を始め、さまざまな濃度 
測定に対応できる電位差自動滴定
装置ATシリーズ。 
さらに利便性・拡張性が向上しました。 

デモあり 
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 ロングライフ惣菜容器 
                                     
                 ベスパック（株） 

・ガス置換包装ロングライフ化技術 
・低温殺菌によるロングライフ化技術 
・レトルト殺菌によるレンジ対応常温 
  保存技術 
・アクティブバリア容器包装による 
  レトルト殺菌、缶詰代替、レンジ対応 
  常温保存技術 

背もたれシャワー 
（背中や肩、胸などの汚れを除去）    
                    
               
                 （株）パイオニア風力機 

コロコロクリーナーでは手が届きにくい 
背中の異物を吸い込み除去し、身体
の前側、肩や胸などに付着した異物は、
ハンドノズルで効果的に吸い込み除去
するクリーナーです。気になる背中側を
一人でキレイにできます。 

日本初 
デモあり 

Tobii Pro グラス2 
                                     
                 トビー・テクノロジー（株） 

ウェアラブル型アイトラッキング  
動き回りながら視線計測が可能  
重さわずか45g 
消費者の行動調査・印象評価・ 
販促物の調査から技能継承まで幅広く 
多数利用されています。 

デモあり 

混濁液体用UV殺菌システム 
                                     
                 ナガセテクノエンジニアリング（株） 

イスラエル製装置で、混濁液体でも
UV照射により殺菌・減菌を可能に 
しました。非加熱殺菌のため飲料の 
風味・栄養価等への影響を抑え、 
またエネルギー消費量の大幅な削減を 
可能としました。装置のDVDを 
放映します。 

NEW 

ナノトラップEasy（牛乳・卵・小麦） 
                   
                   
                 （株）森永生科学研究所 

〇製造現場や調理施設などの洗浄 
  確認専用のキットです。 
〇ふき取り液やライン洗浄水を直接 
  滴下するだけ。現場で誰でも10分・ 
  低コストでアレルゲン検査ができます。 
〇使いやすいハウジング仕様です。 

デモあり 

日本初 

NEW 

超音波消泡 装置 
                       
               
                 （株）テクノ・アイ 

液物充填時に発生する泡の消滅。 

デモあり 

卓上型NMR Spinsolve                                     
                  
                 （株）朝日ラボ交易 

安定した磁場を形成しワンスキャン10
秒で測定します。ヘリウムなど冷媒不
要ですしどなたでも簡便に操作測定で
きます。化学合成・創薬分野の他、水
を溶媒として分析する飲料水・食品の
品質管理にも適しています。 

世界初 
NEW 

反射式小型ビートセンサー 
                       
               
                 （株）ビートセンシング 

小型・高速で非接触の成分測定が 
可能。 
製薬、食品、化学等のプロセス 
モニタリングにお使いいただけます。 

NEW 
デモあり 

工場ラインで活躍する 製品・装置・サービス 

SRK 
                                     
                 COPAN 

食品衛生モニタリングシステム 
（サンプリングスワブと輸送容器） 

世界初 
光学式濁度計（VO） 
                    
                  
                 東光計器（株） 

光を利用した濁度計です。 

NEW 
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かみこみＸ線検査機 
                                     
                 （株）システムスクエア 

「かみこみ」「異物」「質量」「形状」が 
同時に高感度で検査可能。「かんたん 
感度設定」機能により、難しかった 
検査範囲の調整もラクラク設定。 
空袋・袋幅・袋⻑さなども検査可能。 

NEW 
デモあり 

Tパウチ・ショット 
                                     
                 共同印刷（株） 

開けやすさを極めたスタンディング型 
ミニパウチ。片手でギュッと飲みきり 
やすく、スタイリッシュな形態です。液体・
粘体全般に広く対応する、スタイリッシュ
で新規性の高いパッケージ。 
充填先もご紹介します。 

日本初 

遠心分離機、ホモジナイザー 
                                     
                 GEA ウエストファリア 
                                セパレーター ジャパン（株） 

植物油精製、動物油脂回収（レンダ
リング）、魚油（フィッシュミール）、
牛・豚・チキンエキス回収、パン酵母 
製造等、様々な食品分野で遠心 
分離機が採用されています。 

NEW 

特殊ポリマー製防護バリアシステム 
「 iFlex歩行者バリア」 
                                     
                 A-Safe（株） 

屋内外の作業現場で歩行者と作業
車両を隔離し、衝突事故から歩行者
を防護します。高い柔軟性と衝撃 
吸収力を持つこの防護柵は、進むべき
経路が一目で認識できる視認性を 
歩行者と車両運転者に提供します。 

NEW 
日本初 

AMS-1300                                     
                  
                 アトナープ （株） 

製薬，食品の凍結乾燥及び発酵 
モニタに特化した質量分析計。 世界初 

デモあり 

NEW 

アクティフロー 
                                     
                 アプテジャパン （株） 

アクティフローは供給材料と接触しない 
ため清掃を頻繁に行うラインや異物との 
接触を嫌うライン、特に製薬、食品、 
化学工業のプロセスに最適。 

デモあり 

ジュール加熱殺菌装置 
                                     
                 （株） フロンティアエンジニアリング 

高～低粘性液状食品を急速加熱する
ジュール加熱式殺菌装置。 

人間腕サイズの万能ミニ知能ロボット：FANUC 
Robot LR Mate 200iD                       
 
               
                 ファナック （株） 

人間の腕のサイズを持つミニロボットです。
食品・医薬品・化粧品製造現場に 
適したクリーンタイプをお選び頂けます。 

デモあり 

招待券（無料）申込  
受付中！ 

招待券申込み、展示会・セミナー詳細は各展公式ＷＥＢより 
・第31回 インターフェックス ジャパン     ⇒ http://www.interphex.jp/ 
・第12回 医薬品原料 国際展         ⇒ http://www.pijapan.jp/ 
・第3回 ドリンク ジャパン           ⇒ http://www.drinkjapan.jp/ 

本リリースの問合せ先 主催者：リード エグジビション ジャパン（株） インターフェックスジャパン事務局 
広報担当：：八木  TEL：03-3349-8509 FAX：03-3349-4922 Mail：yagi@reedexpo.co.jp 

■■ 取材事前登録はＷＥＢから ＞＞＞ http:// www.interphex.jp/shuzai/  ■■  
※ 本展の取材は事前登録が必要です。 取材事前登録は「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。 
   ご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合は当日プレスルームでの受付をお断りする可能性がございます。   

取材事前登録 受付中！ 

※招待券掲載情報、製品社・製品検索、出展企業ＨＰから引用。当日の出展製品は変更になる可能性もございます。予めご了承ください。 
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