２０１９モバックショウ
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２５４社が出品、
大規模に

資材約 ％、食品加工機
械・包装機械約 ％、そ
の他約 ％となった。海
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外からの出展はドイツ、
カ国の

フランス、イタリア、ア
メリカを始め

に新天皇の即 機械を出品するというモ 界大会大集合、洋菓子イ

ド カ ッ プ 開 ジアユーザーのニーズを

ウ（第 回国際製パン製 パン・菓子・食品を提供 ピック・パラリンピック の技術を発信し、日本の 関連業界紙などに開催告

２０１９モバックショ 新技術化、安全で安心な ０ ２０ 年の東京オリン へ、繊細で高品質な日本 界紙、食品・外食関連誌、

ウ記者会見を開催した。 生産性向上につながる最 消費税増税。さらに、２ たい。海外からの来場者 て説明。製菓・製パン業
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さらに、宮川恵之広報

催。 月には 積極的に取り込んでいき 委員長が広報計画につい

グビーワール かし、購買力を増したア 計画している。

位・改元、ラ バックショウの特徴を活 ベントコーナーなど）を

１９年は５月 浴びた。日本の高品質な クールコーナー、パン世

菓子職人による実演、ス

日本和菓子品評会及び和

リージャパンカップ、全

加型のイベント（ベーカ

予定。また、ユーザー参
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協同組合日本製パン製

「つながる技術、
広がる美味しい笑顔」
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区の主婦会館プラザエフ

時より、東京都千代田

理事長）は 月７日（水）
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菓機械工業会（増田文治

日本製パン製菓
機 械 工 業 会
で２０１９モバックショ
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１９年２月 日（水）か 付加価値な商品開発につ いった歴史的節目になる 広め、パン業界・お菓子 場事前登録、団体事前登

菓関連産業展）は、２０ できるシステム作り、高 へのムードが高まると パン・菓子の味を世界に 知広告を実施。また、来
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展示場４・５・６・７・

か国語（中国語・英語・

２月

日から

日ま

次に、モバックショウ 韓国語）のパンフレット

テーマは「つながる技 展示会とすべく様々な取 長が概況と準備状況につ
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浜区の幕張メッセ・国際 揃え、各種提案を行う。 気浮揚のきっかけとなる 実行委員会谷沢修次委員 も製作する。

から午後 時）千葉市美 製品・新技術」を一堂に ではユーザー、業界の景

間、
（開場時間午前 時 材・包装資材など、
「新 催されるモバックショウ きたい」と述べた。
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ら 日（土）までの４日 ながる各種原材料や副資 年だ。そのような中で開 業界の成長につなげてい 録制度の活用のほか、３
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ルバス（片道７００円）
32

配慮をテーマ ムを開発し提案してい
く。 ま た、 時 代 に マ ッ

大阪オフィス移転

ばスカイオのオフィスフ
〒５４２‐００７６ 大

ロアに入居する。

なんばスカイオ

イカリ消毒㈱大阪オ 阪市中央区難波５丁目１
会見は、モ チした新製品の開発で フィスは、 月 日から ‐

にした。
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「 衛生 」への 可能にする機器・システ

「安全・安心」して、省力化・省人化を イカリ消毒

41
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田勉渉外委員 ンやお菓子を提案した ミナルビルとして 月

ＦＡＸ ０６・６６３６・

実行委員会飯 加価値が高く美味しいパ 事務所は、大阪の新ター ３６・２７４１

バックショウ は、時代の嗜好に合い付 新事務所に移転する。新 階 電話番号０６・６６

60

発信③
「環境」めの人手不足への対応と

う。生産現場の省力化や 材料、マーケット情報の 場での生産性を高めるた 機械約 ％、原材料・副 せて盛り上げていく。

６２６小間の出品者が集 未来につながる機器、原 テムを提案する。生産現 社で内訳は製パン・製菓 を運行させ両展示会を併

を 中 心 に２ ５ ４ 社、１ す「おいしさ」の実演② 面に配慮した包装・シス となる。新規出品数は

専門メーカー・関連業者 術」と「素材」が創り出 て重要な課題であり衛生 ショウと並ぶ規模の開催 クショウの会場間シャト

製パン・製菓に関連する

用）
で実施する。今回は、顔」
。

８ホール（計５ホール使 術、広 が る 美 味 し い 笑 り組みを行っていきた いて発表。過去最大規模 での３日間、国際ホテル
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17

２面 姫路菓子組合百周年祝賀会
３面 まるしげ会総会
８面 弘道館 京菓子の公募展

長の司会で進 い。さらに、アジアをは 日にオープンした、なん ２７２０
じめとする海外市場への
主催者を代 取り組みを続けていきた

行した。

表し、増田理 い。ＦＨＡ２０１８に当
事長が挨拶に 工業会から 社が出展
右から、増田理事長、谷沢委員長 立 ち「 ２ ０ し世界から大きな注目を
24
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