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一般社団法人新日本スーパーマーケット協会
スーパーマーケット・トレードショー運営事務局
デリカテッセン・トレードショー運営事務局

日本最大級の食・流通に関する商談展示会
2019 年 2 月 13 日（水）～15 日（金） 幕張メッセ全館で開催
6 月 6 日（水）より出展申込のウェブ受付を開始いたします
一般社団法人新日本スーパーマーケット協会[東京都千代田区／会長：横山 清（㈱アークス 代表取
締役社長）]は、2019 年 2 月 13 日（水）
、14 日（木）、15 日（金）の 3 日間、スーパーマーケットを中
心とする流通業界に最新情報を発信する商談展示会「第 53 回スーパーマーケット・トレードショー2019」
および「デリカテッセン・トレードショー2019」を幕張メッセ全館にて開催致します。
これに先立ち、2018 年 6 月 6 日（水）より両展の出展申込の受付を開始いたします。6 月 6 日（水）
～7 月 27 日（金）までは（一社）新日本スーパーマーケット協会会員の優先受付期間となり、一般受付
は 8 月 8 日（水）10 時より開始いたします。申込の受付期間は 8 月 22 日（水）18 時までとなりますが、
満小間になり次第受付終了となります。

※その他詳細は、各展の公式ウェブサイトをご覧いただくか、運営事務局までお問い合わせください。
（電話：０３－５２０９－１０５６、E-mail：trade@smts.jp）
・SMTS2019 公式ウェブサイト：http://www.smts.jp/
・DTS2019 公式ウェブサイト：http://www.delica.jp/

について
「スーパーマーケット・トレードショー」
「デリカテッセン・トレードショー」は、今回も『FOOD TABLE
in JAPAN』の一環として開催いたします。『FOOD TABLE in JAPAN』は、小売・中食・外食業界の垣根を
越えた商談展示会として、食にまつわる 4 つの専門展で合同開催しております。4 回目となる今回も、
小売・中食・外食それぞれの来場者・出展者が、相互に交流や情報交換を行うことで、新たな販路やビ
ジネスチャンスを創出し、日本のフードビジネス全体の発展に貢献することを目的に開催します。

第 53 回スーパーマーケット・トレードショー2019 開催概要
◆名称：第 53 回スーパーマーケット・トレードショー2019（略称：SMTS2019）
◆テーマ：”創”ニッポン
◆会期：2019 年 2 月 13 日（水）、14 日（木）
、15 日（金）の 3 日間
10:00～17:00 ※最終日は 16:00 まで
◆会場：幕張メッセ 全館（72,000 ㎡） ※合同開催展含む
◆主催：一般社団法人新日本スーパーマーケット協会
◆入場料：5,000 円（消費税込み） ※業界関係者のみ・招待券持参者は無料・18 歳未満入場不可
◆前回来場者数 約 88,121 名 ※合同開催展含む
◆前回規模 出展者数:2,197 社・団体 小間数:3,457 小間 うち海外出展者:14 か国 145 社 159 小間
◆併催催事：・SMTS2019 主催者企画『Future Store“NOW”（継続的近未来スーパーマーケット研究）
』
・てづくり NIPPON（テーマ：日本ワイン）
・レセプションパーティー ・各種ステージ ・専門セミナー
◆合同開催：第 14 回こだわり食品フェア 2019 主催：（一財）食品産業センター
デリカテッセン・トレードショー2019
第 4 回外食 FOOD TABLE 主催：外食 FOOD TABLE 実行委員会

第 53 回スーパーマーケット・トレードショー2019 実行委員会
実行委員長

（株）アークス 代表取締役社長 横山 清

副委員長

北辰商事（株） 取締役副社長 太田 順康

副委員長

（株）ベルジョイス 代表取締役会長 小苅米 秀樹

他、委員は（一社）新日本スーパーマーケット協会

会員企業で構成

デリカテッセン・トレードショー2019 開催概要
◆名称：デリカテッセン・トレードショー2019（略称：DTS2019）
◆会期：2019 年 2 月 13 日（水）
、14 日（木）、15 日（金）の 3 日間
10:00～17:00 ※最終日は 16:00 まで
◆会場：幕張メッセ 全館（72,000 ㎡） ※合同開催展含む
◆主催：一般社団法人新日本スーパーマーケット協会
◆入場料：5,000 円（消費税込み） ※業界関係者のみ・招待券持参者は無料・18 歳未満入場不可
◆前回来場者数 約 88,121 名 ※合同開催展含む
◆前回規模 出展者数:88 社・団体 小間数:251 小間
◆併催催事：・お弁当・お惣菜大賞 2019 表彰式、パネルディスカッション
（ウェブサイト http://www.obentou-osouzai.jp/）
・レセプションパーティー
◆合同開催：第 53 回スーパーマーケット・トレードショー2019
第 14 回こだわり食品フェア 2019 主催：（一財）食品産業センター
第 4 回外食 FOOD TABLE 主催：外食 FOOD TABLE 実行委員会

デリカテッセン・トレードショー2019 実行委員会
実行委員長

㈱いちやまマート 代表取締役社長

副委員長

アクシアル リテイリング㈱ 代表取締役社長 原 和彦

副委員長

㈱エブリイホーミイホールディングス 代表取締役社長 岡﨑 雅廣

他、委員は（一社）新日本スーパーマーケット協会

三科 雅嗣

会員企業で構成

主催団体について
一般社団法人新日本スーパーマーケット協会
（※2018 年 9 月 1 日より「一般社団法人全国スーパーマーケット協会」に名称変更いたします）
〒101-0047 東京都千代田区内神田 3-19-8 櫻井ビル
Tel：03-3255-4825

Fax：03-3255-4826

URL

http://www.super.or.jp/

設立：1958 年（1963 年に社団法人化、2010 年 9 月に日本セルフ・サービス協会より名称変更）
代表者：会長 横山 清（
（株）アークス 代表取締役社長）
会員規模：正会員 312 社（約 10,000 店舗）、賛助会員 906 社（2018 年 1 月現在）
事業内容：スーパーマーケットに関する調査研究及び広報活動、教育研修・資格検定の実施、出版物の
発行、展示会の主催、ビジネスマッチング事業等

本件に関するお問い合わせ
一般社団法人新日本スーパーマーケット協会
スーパーマーケット・トレードショー運営事務局
〒101-0047 東京都千代田区内神田 3-19-8 櫻井ビル 4F
TEL：03-5209-1056 FAX：03-3255-4829
E-mail trade@smts.jp
URL http://www.smts.jp/

