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報道関係者各位

女性目線で買いたい・食べたい「食品・飲料」を選ぶコンテスト
「FOODEX 美食女子」グランプリ 2018 ４部門でエントリー募集！

締切 12/15

一般消費者からも審査員を公募、多様な視点を審査に活かす
アジア最大級の国際食品・飲料の専門展示会「FOODEX JAPAN
（フーデックスジャパン）
」を主催する一般社団法人日本能率協
会（JMA、会長：中村正己）は、2013 年より行っている『
「FOODEX
美食女子」グランプリ』の 2018 年のエントリー商品を募集しま
す。
本グランプリは、モデルや栄養士、フードコーディネーターな
ど食に対する意識の高い女性たちが「味」
「食べやすさ」
「パッケ
ージ・ビジュアル」などの視点からテイスティング・審査する
コンテストです。

前回美食女子グランプリ 2017 発表式の様子

グランプリ商品は、毎年３月に開催する「FOODEX JAPAN」
で発表されます。
「スイーツ」
「ドリンク」
「ミール」
「ママの愛」の４部門があり、出品料金は、FOODEX JAPAN2018 出
展者は 194,400 円（税込・1 商品）
、出展者以外は 324,000 円（税込・1 商品）
。同部門に 2 品以上お申
し込みの場合は、2 品目以降の単価が半額となります。
応募締切は 12 月 15 日
（金）
。問い合せは、
日本能率協会 FOODEX JAPAN 事務局（TEL: 03-3434-3453）
まで。

◆モデル・タレント・女優の朝比奈彩さん、「美食女子」グランプリのアンバサダーに就任
今年は、よりターゲットとなる一般消費者へ「美食女子」グランプリを浸透
させるため、モデル・タレント・女優で活躍する朝比奈彩さんを『
「FOODEX 美
食女子」グランプリ 2018』のアンバサダーに迎えます。
朝比奈さんには、2018 年 3 月のグランプリ発表に際し、プレゼンテーターと
して出席いただくほか、さまざまな情報発信を通じ、本グランプリ普及の支援
にあたっていただきます。

モデル・タレント・女優の朝比奈彩さん

【本件に関するお問い合せ先】
一般社団法人日本能率協会 産業振興センター内 「FOODEX 美食女子」事務局（担当：草柳）
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-2-2 住友商事竹橋ビル 14 階
TEL: 03-3434-3453／FAX: 03-3434-8076 E-mail : foodex@ jma.or.jp
※取材のお問い合せは、広報室（TEL：03-3434-8620、担当：斎藤）へお願いいたします。
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■「FOODEX 美食女子」グランプリ 概要
公式サイト：http://www.jma.or.jp/foodex/beauty
「FOODEX JAPAN」は 1976 年より毎年開催しているアジア最大級の国
際食品・飲料展であり、今回で 43 回目を迎えます。2013 年に創設された
「FOODEX 美食女子」グランプリは、女性自らが買いたい、食べたい食品・
飲料を選ぶコンテストです。
審査員は、食に精通したモデルやタレント、フードコーディネーター、管
理栄養士などの有資格者に、女性バイヤーと一般消費者が審査員に加わりま
す。カテゴリは「スイーツ部門」「ドリンク部門」
「ミール部門」
「ママの愛
部門」の４部門。
審査方法は審査員を務める「美食女子」達が、
「味」
「食べやすさ」
「パッケ

美食女子スタジオで

ージ・ビジュアル」などの視点から食品・飲料の次のトレンドを予測し決定。

受賞製品を展示

毎年３月に千葉県幕張メッセで開催するアジア最大級の国際食品・飲料展
「FOODEX JAPAN（フーデックスジャパン）
」
、の初日にグランプリとして発表します。受賞企業からは「売
上が前年比約 4 倍になった」
「新たな販路が⽣まれた」などの声があがっています。

■「FOODEX 美食女子」グランプリ 審査員について
審査員は、全員女性。TEAM-A、TEAM-B、TEAM-C、TEAM-ママの愛の４つのチームからなる「美食女子」た
ちです。「美食女子」は、４チーム合計約50人からなるFOODEX JAPANの公式組織です。
食に関する資格を持ち合わせたモデル・タレントが属するTEAM-A、食に関する有資格者の他、食に関する興味・
感度が高い一般消費者も含むTEAM-B、小売り、外食、卸など食関連の購買に携わっている女性バイヤーを組織
化したTEAM-C、そして小学生以下のお子様を持ち、食に関する有資格者や料理イベント、食育イベント等の主催
者・参加者のママプロジェクト、TEAM-ママの愛の４つのチームで構成されています。

■「FOODEX 美食女子」グランプリ 審査方法について
各審査項目に従い、評価・テイスティングした結果を集計。各総合判断により賞の決定が行われます。
＜審査項目（8 項目）＞
○「ミール部門」
「ドリンク部門」
「スイーツ部門」
①味 ②食べやすさ ③パッケージ・ビジュアル ④オリジナリティ
⑤売価・コストパフォーマンス ⑥ボリュームの適性
⑦⼝コミ・つぶやきの適性 ⑧市場適性（バイヤーのみ審査）
○「ママの愛部門」
①味 ②売価・コストパフォーマンス ③安全性・栄養価 ④ボリュームの適性
⑤容器・パッケージ ⑥簡便性・時短 ⑦共感⼒・⼝コミ適性 ⑧市場適性（バイヤーのみ審査）
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＜審査基準と賞の種類＞
各審査項目を 5 点満点で集計し、その平均点から算出する総合評価ポイントで各賞を決定します。
◆グランプリ（各部門最高点製品） ◆金賞（3.5 点以上） ◆銀賞（3.0 点以上）
◆バイヤー特別賞（市場適性点の高い商品の中からバイヤー審査員が決定）

■「FOODEX 美食女子」グランプリ 2018 エントリーについて
応募条件
応募対象は、日本国内で現在販売中の商品、もしくは FOODEX JAPAN 2018 会期中に実施予定の表彰式
にて発表・公開展示することができる食品・飲料であること。（他のグランプリ、コンテスト等に参加し
ている商品であってもご応募いただけます。）対象企業は上記商品を製造しているメーカーや、取り扱っ
ている商社・卸となります。
応募方法
商品適性に応じてスイーツ部門・ドリンク部門・ミール部門・ママの愛部門、いずれかの部門にお申込い
ただきます。申込方法は「FOODEX 美食女子」WEB サイト内にあるオンラインエントリーフォームから
ご登録いただくか、または既定の申込書に必要事項をご記入の上、郵送または E-mail でご送付ください。
エントリー料金
FOODEX JAPAN2018 出展者 194,400 円（税込・1 商品）
その他

324,000 円（税込・1 商品）

※同部門に 2 品以上お申し込みの場合は、2 品目以降の単価が半額となります。
応募締切 2017 年 12 月 15 日（金）

■「FOODEX 美食女子」グランプリ 2018 表彰について
グランプリ製品の発表および授賞式は、2018 年 3 月 6 日（火）～9 日（金）幕張メッセで開催される
「FOODEX JAPAN 2018」の会場内にて行います。

■「FOODEX 美食女子」（TEAM-B）審査員

一般公募について

美食女子グランプリではより多角的な視野を持つ審査員を構成するため、TEAM－B として一般公募も行
っています。審査員の方には、美食女子ブランプリ審査会への参加のほか、一部の方には FOODEX JAPAN
のステージなどでご活躍いただきます。詳しくは募集ページをご覧ください。
http://www.jma.or.jp/foodex/beauty/form/
募集内容
食に対して興味心が高く、女性ならではの感性で自分の意見を発信できる方を求めます。食に関する資格
（フードコーディネーター・管理栄養士・ソムリエ等）などの取得や、日々食に関して積極的に活躍して
いる方を求めます。お子様をお持ちの方は、ママ目線からのコメントを発信できる方を求めます。
応募資格
▶日本国籍を持つ 2１歳～45 歳までの（2017 年 12 月 31 日現在）の女性。
未婚、既婚、子供の有無は不問。
▶2018 年 1 月中旬に都内で開催する審査会に参加可能な方（実施日程・場所等詳細未定）
▶食べること（ジャンルは問わず。 お酒でも可）が好きで、
食べることできれいになりたい、食に対して自分の意見を発信できる方
▶ご自身の SNS やブログなどで食に関する発信ができる方
▶各種 WEB、メディアへの写真掲載が可能な方
※食品・飲料メーカーの方は審査対象となるため、ご参加できません。
※流通バイヤーの方でご関心のある方は事前に事務局までご一報ください。
応募締切 2017 年 11 月 30 日（木）
以上
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