
○第１５回食育推進全国大会出展者（案）について

◆2020年2月12日現在の申込状況

募集主体 出展内容 申込数 ブース数

展示・体験 50 50

展示 15 15

展示・体験 36 63

展示 8 8

飲食・販売 34 46

会議室イベント 8 ━

主催者展示・体験 6 ━

157 182

国

県

合計

資料３





受付
番号

企業名・団体名
住所

（市町村名）
種類 出展のテーマ

2
公益社団法人全国学校栄
養士協議会

東京都渋谷区 展示・体験 未来を担う子どもたちへ、更なる食育の充実をめ
ざして

4 ＮＰＯ法人日本食育協会 東京都渋谷区 展示・体験 【いま求められる食育】食育協会の活動と実践

5
一般社団法人　日本農林
規格協会

東京都中央区 展示・体験 JASマークをご存知ですか？暮らしにいかそう
JASマーク

6
一般社団法人　日本乳業
協会

東京都千代田区 展示・体験 もっと知って、飲もう、食べよう牛乳・乳製品

7 三信化工株式会社 東京都港区 展示・体験
「器を通じた和食、環境・文化、大切にすること
への気付き」
ワークショップの開催とプログラムの紹介

8 消費者庁 東京都千代田区 展示・体験 食品安全に関する情報提供、食品ロス問題の普及
啓発、食品表示制度の普及

10
学習院女子大学環境教育
センターフードコンシャ
スネスプロジェクト

東京都新宿区 展示・体験 味わい教育・五つの心で感じるとおいしくなる
魔法

11
内閣府食品安全委員会事
務局

東京都港区 展示・体験 食品の安全についてみんなで学ぼう

12
一般社団法人　キッズ
キッチン協会

東京都千代田区 展示・体験 子供の調理体験(ミニキッズキッチン）ホット
ドッグ(変更の可能性あり)を作ろう～

13 日本かんぶつ協会 東京都千代田区 展示・体験 子供の調理体験(ミニキッズキッチン）ホット
ドッグ(変更の可能性あり)を作ろう～

15 青森中央短期大学 青森県青森市 展示・体験 青森の食を知ろう！～みんなで取り組む食育～

17
一般社団法人
全国トマト工業会

東京都中央区 展示・体験 “トマト加工品”は魅力がいっぱい！

18
一般社団法人
日本ソース工業会

東京都中央区 展示・体験 “ウスターソース類”は魅力がいっぱい！

19 全国小麦粉分離加工協会 東京都千代田区 展示・体験 パンや焼麩が膨らむのは何故か？小麦粉からグル
テンを取りだし焼いてみよう

20 協同組合全国製麩工業会 大阪市北区 展示・体験 伝統食品「お麩」は日本伝統の食品であり和食
の代表食材、その価値を見直そう！

21 キッコーマン株式会社 東京都港区 展示・体験 おいしい記憶をつくりたい。

22 日本醤油協会 東京都中央区 展示・体験
「しょうゆもの知り博士の出前授業」紹介と5種
類のしょうゆの味見および愛知県産しょうゆの
展示

23
愛知県味噌溜醤油工業協
同組合

名古屋市中区 展示・体験
「しょうゆもの知り博士の出前授業」紹介と5種
類のしょうゆの味見および愛知県産しょうゆの
展示

24 長野県松本市 長野県松本市 展示・体験 松本市の食育と食品ロス削減の取組み
25 希望食品株式会社 群馬県藤岡市 展示・体験 災害への備え　いざという時に役立つ食品
26 福井の大豆な会 福井県福井市 展示・体験 姿を変える越前大豆！
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国募集分（展示・体験） 申込数５０



受付
番号

企業名・団体名
住所

（市町村名）
種類 出展のテーマ

27
一般社団法人
日本昆布協会

大阪市北区 展示・体験 昆布の旨味で健康に

28
一般社団法人
日本鰹節協会

東京都中央区 展示・体験 かつおぶしってすごいんだ～和食の決め手、鰹節
を楽しく、美味しく学ぶ

29
一般社団法人
全国削節工業会

東京都江東区 展示・体験 削りぶしで広がる和食の文化
～削りぶしの種類と用途を学ぶ～

30 全国漁業協同組合連合会 東京都千代田区 展示・体験 おさかなを知って、おさかなを食べよう（仮称）

32
NPO法人
日本茶インストラクター
協会

東京都港区 展示・体験 日本茶を楽しもう！

33 ＪＡグループ和歌山 和歌山県和歌山市 展示・体験 青梅加工講習会

34 健康円 千葉県野田市 展示・体験 ①酵素の実験。　②手軽な玄米食と食改善で、
真の健康をお届けする。

35 株式会社　メイト 東京都北区 展示・体験 子供たちの”楽しく食べる”を応援します
36 株式会社　伊藤園 東京都渋谷区 展示・体験 お茶に関するセミナー、試飲、販売。

37
独立行政法人
農畜産業振興機構

東京都港区 展示・体験 農畜産物（食肉、牛乳・乳製品、野菜、砂糖、
でん粉）の正しい知識を広げよう！

38
一般財団法人
日本educe食育総合研究所

長野県長野市 展示・体験

・お箸の持ち方クイズと持ち方教室
・幼児向け食育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの案内
・考食師キッズ資格認定の案内（食育指導者資
格取得講座）

39 カゴメ株式会社 東京都中央区 展示・体験 野菜を摂ろうキャンペーン ～おいしく、たの
しく、かしこく～

43
一般社団法人フードコン
シャスネス研究所

東京都千代田区 展示・体験 五感とこころで味わう体験型教室～フードコン
シャスネス教育～

44 日本食品保健指導士会 東京都新宿区 展示・体験 健康食品を上手に利用しょう！

45
特定非営利活動法人
日本成人病予防協会

東京都中央区 展示・体験 脳の働き　食事で改善

46
特定非営利活動法人
幼年教育・子育て支援推
進機構

東京都中央区 展示・体験 乳幼児を対象とした「食育」キャンペーン2020-
2021

48
一般社団法人全日本司厨
士協会

東京都中央区 展示・体験 フランスの食育授業をこども達に学ばせる。

52 農林水産省東海農政局 名古屋市中区 展示・体験 食べものについて　もっと考えてみよう（仮）
53 東海食育ネットワーク 名古屋市中区 展示・体験 食べものについて　もっと考えてみよう（仮）

55
一般社団法人
日本食品添加物協会

東京都中央区 展示・体験 もっと知ってほしい食育添加物のあれこれ
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受付
番号

企業名・団体名
住所

（市町村名）
種類 出展のテーマ

57
国立研究開発法人　医薬
基盤・健康・栄養研究所
国立健康・栄養研究所

東京都新宿区 展示・体験 国立健康・栄養研究所と歩む健康寿命延伸につ
ながる100年の歴史

58
一般社団法人
和食文化国民会議

東京都台東区 展示・体験 伝えよう、和食文化を。

59
公益社団法人
日本栄養士会

東京都港区 展示・体験 たのしく食べる、カラダよろこぶ

61 全国学校給食協会 東京都千代田区 展示・体験 給食から食育を！

62
公益財団法人
学校給食研究改善協会

東京都新宿区 展示・体験 子供たちへの食育の更なる充実を目指して

63 メイトワールド株式会社 東京都板橋区 展示・体験 「食育」でつなぐ園と家庭

64
一般社団法人日本畜産副
産物協会

東京都千代田区 展示・体験 畜産副産物の知識普及・啓発

65
NPO法人日本食育インス
トラクター協会

東京都新宿区 展示・体験 みんなで考えよう！食育クイズ

66
学校法人　服部学園
服部栄養専門学校

東京都渋谷区 展示・体験 みんなの食育力を試してみよう！ハットリ食育ク
イズ
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受付
番号

企業名・団体名
住所

（市町村名）
種類 出展のテーマ

1
一般社団法人 日本食育学
会

東京都世田谷区 展示

日本食育学会に皆さんも参加しませんか？　食育
基本法制定を受け産官学連携学術団体として活動
しています。食育推進企業・団体認定制度など最
近の主な取組についてご紹介します。

3
公益社団法人 日本調理師
連合会

大阪市北区 展示 地産地消の日本料理！　愛知・大阪 の会席料理

9
エシカル消費・食品ロス
削減（消費者庁）

東京都千代田区 展示 エシカル消費・食品ロス削減の普及

16 岩手県 岩手県盛岡市 展示 次回（第16回）開催地岩手県のPR

31
日本女子大学　食育ボラ
ンティア　グループ

東京都文京区 展示 がん予防情報の提供　と　小児がん・AYA世代が
ん患者支援のレモネードスタンド

40 株式会社　群羊社 東京都文京区 展示 低塩でもおいしい給食献立ブックや楽しく活用で
きる食育教材など、食育のヒントがいっぱい！

41 すみだ食育gooネット 東京都墨田区 展示 食育でみんながつくる笑顔の環

42 東京都墨田区 東京都墨田区 展示 夢をカタチに！手間かけてみんなでつくるすみだ
の食育

47
一般社団法人日本技能調
理士協会

東京都中央区 展示 食育と発酵食品

49
公益社団法人日本全職業
調理士協会

東京都中央区 展示 古来より伝承されてきた郷土料理と現代的な愛知
の観光料理

50
一般社団法人全国日本調
理技能士会連合会

東京都中央区 展示 地産地消の日本料理

51
公益社団法人日本調理師
会

東京都中央区 展示 （公社）日本調理師会・（一社）愛知県調理師
会の取り組みPR

54 三重県 三重県津市 展示 三重県における食育活動の取組

56
厚生労働省
（スマート・ライフ・プ
ロジェクト事務局）

東京都港区 展示 スマート・ライフ・プロジェクトの普及啓発、ス
マートミールの紹介

60 文部科学省 東京都千代田区 展示 学校における食育
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国募集分（展示） 申込数１５



受付
番号

企業名・団体名 住所
（市町村名）

種類 出展のテーマ

3 株式会社真誠 北名古屋市 展示・体験 楽しいごますりで食の興味を引き立てます！

8 (公社）愛知県栄養士会 名古屋市中区 展示・体験
愛知の海の恵みー海の中では、どんな魚が、ど
こにすんでいるのかな？みんなで海の中を作っ
てみよう！

11
日清オイリオグループ
㈱・キユーピー㈱

東京都調布市 展示・体験 あなたのカラダに大切な植物油・マヨネーズの
栄養と活用方法を紹介します！

12 タマゴ科学研究会 東京都調布市 展示・体験 タマゴの美味しさと健康効果について楽しく学
ぼう！

15
（一社）愛知県歯科医師
会・（公社）日本歯科医
師会

名古屋市中区 展示・体験 カミカミ・ゴックン　お口の機能は大丈夫？
チェックしてみよう

18 コーミ㈱ 名古屋市東区 展示・体験 ソースを使っておいしく減塩！ソースの上手な
使い方を提案します。

19
愛知県環境局資源循環推
進課

名古屋市中区 展示・体験 食品ロスについてゲームをしながら楽しく学ぼ
う！

21 中部飼料㈱ 名古屋市中区 展示・体験
美味しい畜産物の秘密。家畜は何を食事にして
いるのかな？　飼料（エサ）のアレコレを学ぼ
う

30 （一社）日本幼児食協会 名古屋市中川区 展示・体験 かつお節削り体験と子どもの味覚をチェックし
よう！

32 常滑市 常滑市 展示・体験 来て、見て、知って『おいしい常滑』！

36
生活協同組合コープあい
ち

名古屋市名東区 展示・体験 味覚をチェックしよう！ ～健康・環境に配慮
したＣO－ＯＰ食品の試食

37 ライオン歯科材株式会社 東京都墨田区 展示・体験 いつまでもおいしく食べるために、唾液検査で
お口の健康状態をチェックしよう！

39
あいちサラダめしプロ
ジェクト実行委員会

大府市 展示・体験 サラダスタイルのご当地グルメ「あいちサラダ
めし」を味わおう！

43 愛知県森林協会 名古屋市中区 展示・体験 あいちで生産されるきのこについて知ろう！

45
NPO法人はっくるべりー
じゃむ

田原市 展示・体験 みんなの命をもらって生きている！自作絵本の
読み聞かせ

46 東和薬品株式会社 大阪府門真市 展示・体験 （仮）よく食べて元気！もしも病気になった
ら！？皆様の健康をサポートするお薬の紹介

47 大府市農政課 大府市 展示・体験 大府の野菜 今昔物語 ～市制50周年 これか
らもおいしい野菜をお届けします～

48 有限会社山善糟谷海苔店 西尾市 展示・体験 西尾のおいさを発見！海苔の秘密を知ろう

50 西尾市塩田体験館 西尾市 展示・体験 体験！塩づくり ～塩田の歴史と塩の製法を学
ぼう～

52 岡崎市 岡崎市 展示・体験 "食べて健康”～岡崎の「うまいもの」大集合～

53
健康おかざき21計画推進
協議会

岡崎市 展示・体験 （仮）岡崎市はスマートウエルネスシティ推進
中！
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県募集分（展示・体験） 申込数３５



受付
番号

企業名・団体名 住所
（市町村名）

種類 出展のテーマ

54
（公財）岡崎市学校給食
協会

岡崎市 展示・体験 （仮）たのしむ・まなぶ　学校給食

61 ㈱吉野家 東京都中央区 展示・体験 食べる楽しみをいつまでも！
62 森永乳業㈱中部支社 名古屋市東区 展示・体験 もっと乳製品を食べよう

63
全国食肉事業協同組合連
合会・ほか共同出展団体
予定

東京都港区 展示・体験 おいしく学ぼう！お肉が食卓にとどくまで

64
全日本パン協同組合連合
会青年部総連盟

東京都中央区 展示・体験 パン給食の推進

68
認定特定非営利活動法人
アレルギー支援ネット
ワーク

名古屋市中村区 展示・体験 アレルギーを知って食育活動に活かそう

69
特定非営利活動法人Earth
as Mother

名古屋市中区 展示・体験 完全オーガニックの農産物で作る愛知の伝統料
理『五平餅作り体験』

70
（公社）全国調理師養成
施設協会・他5団体

東京都渋谷区 展示・体験 調理師学校が紹介する～日本列島お雑煮あれこ
れ～

74
特定非営利活動法人だい
ずきっず

高浜市 展示・体験
大豆を通じて、子どもたちと一緒に楽しい体験
を！
～大豆は宇宙だ！～

78 ㈱ロッテ さいたま市 展示・体験 「噛むこと」についての展示・体感ブース
（仮）

80
愛知県つまもの振興協議
会

豊橋市 展示・体験 日本一の大葉が主役！みんなであいちの大葉博
士になろう！

83 愛知県酪農農業協同組合 岡崎市 展示・体験 愛知の酪農講座

89 モランボン㈱ 東京都府中市 展示・体験

〇ご家庭で手づくりが楽しく・おいしい！栄養
バランスの良い「手づくり餃子」教室～愛知の
シャキシャキキャベツを使っておいしい餃子づ
くり～

91 ㈱ヤクルト東海 愛知県日進市 展示・体験 知って得する。おなか元気クイズに参加しよ
う！

94 ミノカン 尾張旭市 展示・体験 日本の伝統食品（つくだ煮）の親から子供さん
への伝承
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受付
番号

企業名・団体名 住所
（市町村名）

種類 出展のテーマ

26
愛知県食生活改善推進員
協議会

春日井市 展示 あいちの郷土料理

35
NPO法人田園社会プロ
ジェクト

名古屋市千種区 展示 漫画で楽しく学べる地域オリジナル食育教材の
ご紹介！

41 社団法人大享食育協会 台湾台北市信義区 展示 学校給食　in 台湾

51
愛知県栄養教諭研究協議
会

大府市 展示 食を通して育てよう　未来を担う愛知の子ども
たち！

72 南三河食文化研究会 高浜市 展示 江戸期以降の食文化に大きな影響を与えた南三
河地方の食文化を発信

77

科学技術振興機構　日本-
スウェーデン国際産学連
携共同研究「自立高齢者
を増やすための食品開
発」チーム

豊明市 展示 「カムカム食でオーラルフレイル予防し、健康
寿命延伸！」

81 日進市 日進市 展示 愛知県で長寿ナンバーワン！学生＆市民パワー
でますます元気な街！

92
（公財）イオンワンパー
セントクラブ

千葉市美浜区 展示 中学生「食」の作文コンクール
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県募集分（展示） 申込数８



受付
番号

企業名・団体名 住所
（市町村名）

種類 出展のテーマ

1 株式会社杉田組 豊田市 飲食・販売 ブルーベリーを丸ごと体験。育てて、作って、
食べてみよう。

2 大友産業株式会社 名古屋市中区 飲食・販売 「だし」を活かして健康＆楽しい時間を。
6 手焼きおかきや 名古屋市西区 飲食・販売 昔ながらの製法で２週間かけて作ったおかき
7 (有)プロジェクトヤマダ 名古屋市千種区 飲食・販売 毎日の生活にフルーツをとり入れましょう
10 ヤマウフーズ 豊川市 飲食・販売 あいちの鰻と魚介藻類を味わってみよう！

17 ㈱スマイルーリンク 豊橋市 飲食・販売 日本一の生産量を誇る豊橋産うずら卵を使用し
たお菓子を食べてみよう！

20 合資会社八丁味噌 岡崎市 飲食・販売 江戸時代初期より続く伝統製法で造られた八丁
味噌を味わおう…

22
（一社）名古屋コーチン
協会・丸トポートリー食
品㈱

名古屋市中区 飲食・販売
日本三大地鶏！日本一有名な地鶏、名古屋コー
チンを学んで、様々な名古屋グルメで食べつく
せ！

25 メルハバカフェ 名古屋市緑区 飲食・販売 トルコの食文化、本場のトルコケバブ
27 尾張志水家商会 日進市 飲食・販売 名古屋コーチンの歴史と伝統と食への喜び

33
愛知県豆腐商工業協同組
合青年部会

名古屋市熱田区 飲食・販売 豆腐の魅力再発見！後世に残そう日本伝統食材
「とうふ」

34 鬼崎漁業協同組合 常滑市 飲食・販売 ごはんのお供だけにしないで～沢山の栄養が
ギューッ！～

38 有限会社鍋八農産 弥富市 飲食・販売 農家直送のお米は可能性無限大！！

40
名古屋市都市農業振興協
議会朝市青空市部会（名
古屋市）

名古屋市中区 飲食・販売 なごやの野菜、なごやさいマルシェ！世界進出
の絶品トマトはこちら！

42
愛知県原木椎茸生産者の
会・愛知県菌床栽培研究
会

名古屋市中区 飲食・販売 安心・安全な愛知県産きのこを食べよう

49 西尾茶協同組合 西尾市 飲食・販売 西尾の抹茶でゆとりと健康を

55
岡崎おうはんを普及する
会

岡崎市 飲食・販売 （仮）岡崎おうはん地鶏を食べよう！

56
岡崎市ぬかたブランド協
議会

岡崎市 飲食・販売 ひと、水、緑が輝く里でうまれた、ぬかたの逸
品。

57
岡崎市農林業振興推進実
行委員会

岡崎市 飲食・販売 (仮）あんしん・あんぜんな農林産物は岡崎産！

58
安城市農畜産物特産品協
議会

安城市 飲食・販売 地産地消　安城を食べよう！！

60 ㈱鶴の家 豊明市 飲食・販売 ほっと一息　心がほっこり暖まる和菓子をどう
ぞ

66 開屋本舗㈱ 大阪府富田林市 飲食・販売 もったいないを美味しいに！

67
とこなめ農泊観光推進協
議会

常滑市 飲食・販売 とこなめの”美食”を味わおう

-8-

県募集分（飲食・販売） 申込数３５



受付
番号

企業名・団体名 住所
（市町村名）

種類 出展のテーマ

71 高香園 豊田市 飲食・販売 お茶を食す～伝統的な手摘み茶葉を食べる～

73 ㈱おとうふ工房いしかわ 高浜市 飲食・販売 『自分の子どもに食べさせたい』そんな想いの
商品づくり

75 金山にぎわいマルシェ 名古屋市中川区 飲食・販売 愛知の豚肉を応援します！

79
愛知県きしめん普及委員
会

名古屋市中区 飲食・販売
400年以上の歴史をもつ愛知県の名物「きしめ
ん」。ひらぺったくてツルツルな麺の食感を味
わって。

82
日進生活改善実行グルー
プ・日進野菜研究会

日進市 飲食・販売 愛知県で長寿ナンバーワン！発酵食品と旬野菜
で心も体も元気満点！

84
愛知県東三河総局新城設
楽振興事務所

新城市 飲食・販売
okumikawAwake/メザメ奥三河ブランドの身体
に嬉しいお土産 ～朝、目覚めるたびに思い出
す。美しい奥三河～

85 なのはな農園㈱ 豊田市 飲食・販売 自然の恵みに、まごころこめて。
86 愛知北農業協同組合 江南市 飲食・販売 地産地消であいちの農業を応援しよう！
87 JAあいち経済連 名古屋市中区 飲食・販売 愛知県産農産物を楽しもう！
88 ちば食・良品 千葉県八千代市 飲食・販売 作る笑顔が食べる笑顔へ

93 ㈱丸越 名古屋市天白区 飲食・販売 日本の伝統食「お漬物」で健康な体と豊かな心
を育もう！

-9-



受付
番号

企業名・団体名 住所
（市町村名）

種類 出展のテーマ

4 株式会社真誠 北名古屋市 会議室（体験教室） あいちの野菜をごますりでおいしく食べよう体
験

13
学習院女子大学環境教育
センター

東京都新宿区 会議室（体験教室） 味わい教育・五つの心で感じるとおいしくなる
体験教室～あなたの食べ方が変わります～

31
日本福祉大学健康科学研
究所

常滑市 会議室（体験教室） 驚きの味覚体験 ～ミラクルフルーツとギムネ
マ～ （植物を通じて味覚について学ぼう）

14
大府市健康づくり食育推
進協議会・大府市健康増
進課

大府市
会議室（活動紹介・
体験教室）

大府市の野菜摂取向上に向けた取組～大府市健
康づくり食育推進協議会、健康増進課の活動～

76
JST-SICORP「自立高齢者
を増やすための食品開
発」チーム

豊明市 会議室（講演） 「カムカム食でオーラルフレイル予防し、健康
寿命延伸！」

24 愛知県農業経営士協会 名古屋市中区
会議室（講演・報告
会）

東海地域の農業者の食育活動報告会及び農業
ジャーナリスト小谷あゆみによる記念講演

16
（一社）愛知県歯科医師
会

名古屋市中区
会議室（講演・クイ
ズラリー）

講演会・クイズラリー
演台「子どもの口はふしぎがいっぱい」

65
国立研究開発法人医薬基
盤・健康・栄養研究所、
国立健康・栄養研究所

東京都新宿区
会議室（シンポジウ
ム）

100年の栄養学研究からつながるこれからの食
育
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県募集分（会議室イベント） 申込数８



受付
番号

企業名・団体名 住所
（市町村名）

種類 出展のテーマ

9
愛知県栄養教諭研究協議
会、(公社）愛知県栄養士
会

名古屋市中区 主催者展示・体験 やってみよう！食育　－親子で体験・ワーク
ショップー

23
（公財）愛知県学校給食
会・全国学校給食会連合
会

豊明市 主催者展示・体験 楽しく学ぼう学校給食と食育！

28 愛知県ブース 名古屋市中区 主催者展示・体験 あいちの農林水産物とふれあい、体験しよう！

29
あいち産豚肉消費拡大実
行委員会

名古屋市中区 主催者展示・体験 あいちの豚肉を親子で料理して味わう。

44
（公財）愛知県健康づく
り振興事業団

知多郡東浦町 主催者展示・体験 みんなで歩こう東海道五十三次/食事バランス
を体験しよう！

59
あいち食育サポート企業
団

名古屋市東区 主催者展示・体験 おいしくもりもりあいちのちから、今日も元気
にいただきます！

県募集分（主催者展示・体験） 申込数６


