Business seminar

ビジネスセミナー

全セッション無料

SDGs がビジネスアイデアに
17 日（火）13:20-14:10

健康政策
18 日（水）14:40 〜15:30

地域循環共生圏
〜日本の SDGs 経済の源流

展示会 web サイトより聴講登録いただけます。各セッションとも定員になり次第、受付終了となります。

17 日（火）10:40-11:30

自分事にできる
サスティナブルライフスタイル

「スマート・ライフ・プロジェクト」が目指すものと
最近の健康関係施策の動きについて

モデル・レポーター・
環境省「つなげよう、支えよう森里川海」 アンバサダー
マインドフルネス瞑想指導者

19 日（木）12:00-12:50
中井徳太郎 「ゾウさんが幸せなら、きっと人も幸せ」

NPO 法人日本ホリスティックビューティ協会 代表理事

サラヤ（株） 取締役
コミュニケーション本部 本部長

環境省「つなげよう、支えよう森里川海」 アンバサダー

岸紅子

代島裕世

総論

業界 No.1 グループのデータで見る米国最新トレンド
健康食品・ナチュラルプロダクト市場動向 2020
（逐次通訳）

17 日（火）14:40-15:30

植物性食品とは
開発の課題

ジョン・ベニンジャー

19 日（木）10:40-11:30

無駄を冨に変える！ サーキュラーエコノミー

マクロビオティック・ヘルス・コーチ
パーソナル・シェフ

西邨マユミ

Informa グループ

グローバルエキシビション
ヘルス& ニュートリションネットワーク 部長

ヘルシー＆サステナブル
プラントベースフードのこれから
（株）SEE THE SUN
商品開発部長

高橋慎吾

ユーロモニターインターナショナル
シニアアナリスト

グリーンカルチャー（株）
代表取締役

木村幸

金田郷史

18 日（水）10:40-11:30

編集部

プロテインネクストステージ編

18 日（水）12:00-12:50

プロテインイメージに変革を！
動き出した未開拓マーケットへの挑戦
（株）FLUX ゼネラルマネージャー

湯本昌造

CBD 編
18 日（水）13:20-14:10

19 日（木）12:00-12:50

CBD

〜何が本当で何が間違っているのか〜
昭和大学薬学部

薬物動態学研究室
教授

薬機法・景表法・健康増進法による広告規制について
JARO の審査事例より〜

日本カントリーマネージャー

田中良介

景品表示法の運用状況と
違反事例について
表示対策課

代表取締役

早田圭介

19 日（木）14:40-15:40

サステナブルビジネスの最先端
「サーキュラーエコノミー」とは ?

中石和良

口から考える健康長寿
17 日（火）12:00-12:50

最先端医療が示す健康長寿の口腔ケア
目からウロコの新常識とは
院長

天野聖志

担当官

（株）サン・クロレラ
研究開発グループ

橋本真季

12:15-12:45

伊達友美

（協力/日本アンチエイジング歯科学会）

福本拓元

竹本小百合

（株）平和堂
フレンドマート健都店 店長

麻川洋

生産開発部
管理栄養士

19 日（木）13:20-14:10

奥村衣梨

サラシア属植物の
保健機能食品としての展開

城西大学

サンライフ（株） マテリアル事業部
取締役 事業部長

吉岡豊

12:50-13:20

ブランディングディレクター

18 日（水）14:40-15:30

累計来店実績 71 万人
科学的ストレッチ指導と人が集まる話し方

（株）金のいぶき 代表取締役社長
（株）高清水食糧 代表取締役社長
（一社）高機能玄米協会 副会長

尾西洋次

脳科学の最先端
ニューロフィードバック 日本代表選手への応用実例

冨田友也

事業部長

江渕敦

（株）金のいぶき
管理栄養士・フードプロデューサー

葛西佳奈

（一社）高機能玄米協会 事務局長
（株）ファンケル マーケティング本部 担当部長

日浦拓哉

代表
（協力 /（株）パラディアム）

尾西食品（株） 営業企画部 常務取締役
（一社）高機能玄米協会 理事

オーガニック

市川伸介

17 日（火）12:00 〜12:50

有機 JAS 認証で変わる小売店・レストラン
〜ツールとしてのオーガニックの切れ味

18 日（水）13:20-14:10

（株）神明

日本のオーガニック食品を拡げる
ビジネスモデル 2020

マスターオーガニック
コーディネーター
（有）リーファース
代表取締役

18 日（水）10:40-11:30

オーガニック化粧品の買いやすい売り場を作る！
「リアルオーガニックナチュラル」コスメマークが誕生！！
（一社）ナチュラルライフ& ビューティーアソシエーション
代表理事
ナチュラルコスメプロデューサー

小松和子

3 月 19 日（木）12:00-12:50
リカバリと睡眠
Futonto（株）
代表取締役社長

齊藤淨一

・19 日
（木）13:20-14:10
3 月 17 日（火）

（一社）睡眠栄養指導士協会
代表理事

山口真由子

3 月 18 日（水）13:20-14:10

早い者勝ち !
いち早く睡眠専門メニューを取り入れ
自店商圏の睡眠マーケットを先行獲得

中島芙美

19 日（木）12:00-12:50

岐阜県が提案する食の多様性商品
〜ハラール・ヴィーガン・オーガニック・グルテンフリー商品〜
（一社）ハラル・ジャパン協会

代表理事

佐久間朋宏

ほか岐阜県内事業者

3 月 19 日（木）10:40-11:30

未病・予防における
睡眠改善食品の可能性
日本睡眠学会評議員
京都大学薬学博士

江口直美

「睡眠」でストレスから来る
身体と心の不調を解決する

本部認定講師

人生 100 年時代の体調改善機器制度と
認定製品の優位性

オーガニック卸・流通関係者（予定）

和久玲子

（一社）睡眠栄養指導士協会

17 日（火）13:20-14:10

川上希里佳

（一社）睡眠栄養指導士協会
本部認定講師

・19 日
（木）14:40-15:10
3 月 17 日（火）

幸南食糧（株） 広域事業部

体調改善機器

水野葉子

（協力 / 日本アンチエイジング）

東北営業所長

難波裕朗

日本オーガニック& ナチュラルフーズ協会
認証スタッフ

中村泉

3 月 18 日（水）12:00-12:50
眠育 睡眠学セミナー

奥西智哉

19 日（木）14:40-15:40

リガトアグループ

和田政裕

（国開）農業・食品産業技術総合研究機構
食品研究部門 食品加工流通研究領域 主席研究員

脳力開発

健康と美容ビジネスの
次のキーワードは
「J ウエルネス」

教授

高機能玄米協会

Mr. Kim Tae Yong

（株）SSS
代表取締役
日本ストレッチトレーナー学院 学長
早稲田大学大学院スポーツ科学修士

3 月 17 日（火）12:00-12:50
美容睡眠 睡眠学セミナー

（健康・美容業界）
薬学部

白米はうまい、玄米はすごい
〜高機能玄米を活用した健康な食事市場の形成〜

大象（株） ソリューション室
ソリューション1 チーム長

Sleep ＋企画 睡眠集中セミナー

2020 年、睡眠をビジネスに活かす方法

19 日（木）14:40-15:50

シリアルバー、スープ…一般食品へのクロレラの応用
〜イエロークロレラの開発〜

佐藤香菜

味覚を変える究極のダイエット？
口から腸をきれいにするアンチエイジング法

管理栄養士 / 日本抗加齢医学会
認定指導士

赤川英毅

国立循環器病研究センター
かるしお事業推進室研究員

クロレラの魅力と
様々な製品への応用

ウェルネスがもたらす売り場の変化

19 日（木）10:40-11:30

志田佐和子

国立循環器病研究センター
かるしお事業推進室長

執行役員営業担当

クロレラの栄養素から見た
全体食としての有用性

代表取締役

編集長

教授

家光素行

11:40-12:10

18 日（水）12:00 〜12:50

ダイエット& ビューティ

スポーツ健康科学部

（株）ユーグレナ

18 日（水）14:40-15:30

（一社）サーキュラーエコノミー・ジャパン 代表理事
（一社）日本ビオホテル協会 代表理事
（株）ビオロジックフィロソフィ 代表取締役

天野歯科医院

（株）ALHAMBRA

2019 年の POS データからわかる減塩市場の動向と
かるしお認定を活用した食品メーカーと流通での
アウトプットについて

クロレラ復権への道 第三章
〜素材ブランディングと消費世代交替戦略〜

佐藤希奈佳

兼子ただし

医療法人社団Belle Dent 志田歯科

17 日（火）14:40-15:40

消費者庁

吉田巌

（株）アイル

Innova Market Insights

関連法規

（公社）日本広告審査機構 課長
消費生活アドバイザー 中級食品表示診断士

規格外野菜で消費者マインドを変える
環境・地域・人に優しいベジート

世界及び日本に見られる
プロテイントレンドの最新状況

佐藤均

17 日（火）10:40-11:30

18 日（水）12:00 〜12:50

19 日（木）13:20-14:10

アジアにおけるビタミン剤・
サプリメント市場の現状と展望

本紙市場規模調査から見た
健食市場動向と機能性表示の現状

抗糖化研究の最前線！
老化の原因物質 AGEs を溜めないための新常識

17 日（火）12:00-12:50

11:05-11:35

小池昌孝

18 日（水）13:20-14:10

人生100 年時代におけるエビデンスベースド食品

18 日（水）
10:30-11:00

立命館大学

伊藤忠食品（株）
商品本部 MD 統括部
地域産品・ヘルス& ビューティMD チーム チーム長

抗糖化

第3 回クロレラ連続セミナー
クロレラによるパフォーマンス向上の可能性

いま欲しい商材、これから来る商材

課長補佐

八木雅之

プラントベースド編

17 日（火）10:30-11:30

長谷川光司

木下博詞

健康局健康課

同志社大学 生命医科学部
糖化ストレス研究センター
チェア・プロフェッサー教授

健康トレンド2020

健康産業新聞

厚生労働省

総合環境政策統括官

先駆者に学ぶ SDGs ビジネス

17 日（火）14:40-15:30

（株）三越伊勢丹ホールディングス
海外事業本部 海外MD ディビジョン 化粧品バイヤー

佐々木依里

環境省

モノが氾濫する時代における
「強いショップ・プロダクト・売り方」

（一社）日本ホームヘルス機器協会 会長
（一社）日本医療機器産業連合会 常任理事

山本富造

19 日（木）13:20-14:10

体調改善機器の意義とその必要性

（公財）医療機器センター 理事長
（一社）日本ホームヘルス機器協会 理事

菊地眞

3 月 17 日（火）15:40-16:10

こころとカラダを照らす光るイヤホン
新製品、バルケーワイヤレスのご紹介
すこやかメディカル（株） 代表取締役

山本晃史

3 月 18 日（水）14:40-15:10
睡眠と寝具環境
オーダーメイドまくらの必要性
Futonto（株） 代表取締役社長

齊藤淨一

