
2021年 2021年6月30日 7月1日水 木▶
10:00～17:00 池袋サンシャインシティ文化会館ビル

7 6月 日
火 7日水～

10:00～17:00 大阪南港ATCホール

大阪会場東京会場

日本酒造組合中央会

※順不同

延期開催決定!!

業界団体・全国の飲食店経営者の集まる勉強会の皆様にもご協力頂いております。

外食経営塾

「太陽の会」
（一社）

楽花成の会

一般社団法人 
日本食肉加工協会

一般社団法人 
日本食鳥協会

公益財団法人 
日本食肉消費総合センター

ご招待状

岡山飲食業協同組合 （一社）熊本を飲食から
盛り上げる会外食5G

最新情報はHPをご覧ください。  　 
詳細はこちら！▶

日本居酒屋協会社団
法人

日本居酒屋協会社団
法人

業界で注目の講師陣による話題のセミナー約6０セッションを連日開催！！ ※一部抜粋　順不同

株式会社人形町今半
代表取締役社長
髙岡 慎一郎 氏

株式会社叙々苑
代表取締役会長
新井 泰道 氏

株式会社トラジ
代表取締役社長
金 信彦 氏

株式会社NATTY SWANKY
代表取締役社長
井石 裕二 氏

株式会社串カツ田中ホールディングス
代表取締役社長
貫 啓二 氏

株式会社浜倉的商店製作所
代表取締役
浜倉 好宣 氏

株式会社夢笛
代表取締役
高橋 英樹 氏

LEC HAPPINESS株式会社
代表取締役
山田 唯夫 氏

有限会社あんじ
代表取締役
中谷 安志 氏

光フードサービス株式会社
代表取締役
大谷 光徳 氏

株式会社ミナデイン
代表取締役
大久保 伸隆 氏

株式会社萬野屋
代表取締役
萬野 和成 氏

株式会社Elevation
代表取締役
山崎 聡 氏

株式会社鳥貴族ホールディングス
代表取締役社長
大倉 忠司 氏

株式会社カオカオカオ
代表取締役
新井 勇佑 氏

株式会社和音人
代表取締役
狩野 高光 氏

「焼肉 冷麺 味楽園」
代表取締役
康 虎哲 氏

株式会社元気ファクトリー
代表取締役
今吉 純一 氏

株式会社龍ノ巣ホールディングス
代表取締役 CEO
畑 博貴 氏

株式会社海翔
代表取締役
白井 佳之 氏

株式会社オーゼットカンパニー
代表取締役
岡本 匡洋 氏

アルファブックス・アルファ企画



※ご登録いただいた方には、事務局から展示会情報などのご案内（ダイレクトメール・E-mail等）をお届け
する場合がございますのであらかじめご了承ください。ご了承されない方は下記にチェックしてください。

　□上記を承諾しない
※事務局が管理するご自身の情報について、修正、展示会情報の受け取りの停止、データベースからの登録抹
消を希望される場合は、事務局までご連絡ください。

A	 焼肉店・ホルモン店

B	 居酒屋

C	 やきとり店・鳥料理店

D	 上記以外の外食飲食店及びホテル・レストラン
A〜Dにチェックを入れた方は、店舗数を
お答えください。
　□a.	1〜5店舗
　□b.	6〜20店舗
　□c.	21〜50店舗
　□d.	51〜100店舗
　□e.	101店舗以上

E	 中食/小売業界
　□a.	 スーパー
　□b.	 コンビニエンスストア
　□c.	 デパート・百貨店
　□d.	 弁当/惣菜/デリカ
　□e.	 通販
　□f.	 その他（	 ）
F	 公共団体/組合/協会

　□a.	 公共団体
　□b.	 組合
　□c.	 協会
　□d.	 その他（	 ）

G	 プレス
　□a.	 新聞
　□b.	 テレビ・ラジオ
　□c.	 雑誌・専門誌
　□d.	 Webメディア
　□e.	 その他（	 ）
H 	開業予定者
開業予定者は、本展HPの事前来場登録より
来場申請を行ってください。
https://yakinikufair.com/
https://izakaya-japan.com/

あなたの業種は何ですか？A〜Jの中からお選びください。（複数回答可）Q1

□a.	 経営者/オーナー
□b.	 役員
□c.	 メニュー商品開発

□d.	 店舗開発/事業開発
□e.	 仕入れ/購買
□f.	 調理/厨房

□g.	 FC加盟/新規事業開発
□h.	 店長
□i.	 料理長

□j.	 店員　
□k.	 店舗運営
□l.	 営業/販売

□m.	総務/人事/経理
□n.	 企画/マーケティング/広報/宣伝
□o.	 その他（	 ）

あなたの職種は何ですか？（あてはまる職種を1つお選びください。）Q2

□a.	 新しい食材、メニューを見つけるため
□b.	 課題解決に向けた情報を探すため
□c.	 業界動向や市場の情報を探すため

□d.	 新店オープンのため
□e.	 焼肉業界に参入するため

□f.	 居酒屋業界に参入するため
□g.	 その他外食業界に参入するため

□h.	 取引先との商談のため
□i.	 セミナー・パネルディスカッションを聴講するため

来場の目的はなんですか？（複数回答可）Q3

□a.	 権限をもっている □b.	 発言力・影響力を持っている □c.	 関与しない

仕入・導入についての権限をお持ちですか？（あてはまるものを1つお選びください。）Q4

焼肉ビジネスフェア

居酒屋JAPAN
□a.	 水産物・水産加工品
□b.	 農産物・農産加工品
□c.	 畜産物・畜産加工品
□d.	 調味料/麺類
□e.	 サイドメニュー
□f.	 地域/輸入食材

□g.	 洋酒
□h.	 和酒
□i.	 ノンアルコール
□j.	 インバウンド対応食材
□k.	 店舗・厨房設備機器
□l.	 テーブルまわり

□m.	衛生関連
□n.	 店舗内装・外装
□o.	 システム関連
□p.	 POS/オーダー関連
□q.	 人材採用・育成サービス
□r.	 経営・財務コンサル

□s.	 開業支援・FC本部
□t.	 集客サービス
□u.	 販促サービス
□v.	 インバウンド対応
□w.	 その他（	 ）

□a.	 ミートフード（畜産物）
□b.	 シーフード（水産物）
□c.	 アグリフード（農産物）
□d.	 サイドメニュー/韓国食材
□e.	 アルコール/ソフトドリンク

□f.	 たれ/調味料
□g.	 麺類
□h.	 デザート/スイーツ
□i.	 焼肉ロースター/コンロ
□j.	 厨房機器/調理器具

□k.	 	店舗運営機器・システム/集客・
	 販促アイテム/Webサービス
□l.	 	店舗設備/食器・テーブルウェア/
	 ユニフォーム
□m.	衛生関連

□n.	 外食店・焼肉店開業支援/FC募集
□o.	 書籍/出版/情報サービス/団体
□p.	 やきとり＆鳥料理パビリオン	
□q.	 ステーキ&ハンバーグパビリオン
□r.	 その他（	 ）

関心のある展示会内容は何ですか？（複数回答可）Q5

□a.	 ドライバーのため、アルコール類の試飲はしません □b.	 未成年のため、アルコール類の試飲はしません □c.	 左記2つに該当しません

アルコール類の試飲についてお答えください。（あてはまるものを1つお選びください。）Q6

焼肉ビジネスフェア2022
□a.	 ブースを構えて出展をしたい　
□b.	 ブースを構えての出展を検討したいので、打ち合わせ・説明を希望する
□c.	 ブースを構えての出展を検討したいので、次回の出展案内を送ってほしい
居酒屋JAPAN2022
□a.	 ブースを構えて出展をしたい　
□b.	 ブースを構えての出展を検討したいので、打ち合わせ・説明を希望する
□c.	 ブースを構えての出展を検討したいので、次回の出展案内を送ってほしい

次回の展示会について※ご出展を検討中の方のみお答えください。Q8

□a.	 バイヤーとして「個別商談会（事前アポイント制）」で商談したい
□b.	「個別商談会（事前アポイント制）」の詳細を知りたい
□c.	 参加しない

次回の個別商談会（事前アポイント制）参加についてお答えください。
※個別商談会（事前アポイント制）とは来場者様と出展社様の1対1の個別商談会です。Q7

来場者登録欄 ■当日は本券に名刺2枚を添えて受付までお持ちください。引換に入場証をお渡しいたします。
本展示会は業界関係者のための商談を目的とした専門展示会です。一般の方のご入場はできません。また、
下記の理由などにより、事務局が来場者として適正でないと判断した場合、入場をお断りさせていただくことがあります。
①対象以外の方が身分を偽って来場登録をした場合、またその疑いがあると事務局が判断した場合
②名刺の無い方や名刺の内容に確認が必要と事務局が判断した方については、来場審査カウンターにて確認させていただきます
③名刺内容に虚偽・不明及び不正な記載のある方、またその疑いがあると事務局が判断した方
④会場内において、来場者IDを首から下げていない方、または来場者IDに名刺が貼付されていない方、来場者IDに社名とお名前の記載がない方
⑤会場内を事務局係員が巡回しております。係員よりお声がけ・質問に対応して頂けない方、または係員が来場者として適切ではないと判断した方

来場者、来賓、バイヤー
等に対する営業・案内・
挨拶等を目的とした来場
はご遠慮ください。

ご確認ください!!

I	 商社/問屋/卸
　□a.	 食肉・食品総合商社
　□b.	 酒問屋/酒販店
　□c.	 厨房機器・店舗設備問屋/商社
　□d.	 その他（	 ）

J	 メーカー/その他
　□a.	 食品メーカー
　□b.	 飲料メーカー
　□c.	 店舗設備/機器メーカー
　□d.	 開業支援/コンサルティング
　□e.	 その他（	 ）

名刺貼付可

（フリガナ）

会社名（店名）：

氏名： （フリガナ）

部署： 役職：

住所：〒

TEL： FAX：

E-mail：


