
 

 

フードビジネスの起点！小売・中食・外食業界の垣根を越えた商談展示会 

2017年 2月 15日（水）・16日（木）・17日（金） 幕張メッセで開催 
FOOD TABLE in JAPAN 2017 主催者コンソーシアムは、2017 年 2 月 15 日（水）・16日（木）・17 日（金）の 3 日間、

幕張メッセ全館において、食にまつわる 4つの商談展示会を合同で開催いたします。“食”に関する最新の情報・商材・

サービスが集結する、国内最大級の商談展示会となります。今回から幕張メッセに会場が変わり、さらに充実した内容

で皆様のご来場をお待ちしておりますので、ぜひ複数日でお越しくださいますようお願い申し上げます。 

＜開催概要＞     

包括名称： FOOD TABLE in JAPAN 2017（FTJ2017） 

展示会名：   第 51 回スーパーマーケット・トレードショー2017  

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 

主催：一般社団法人新日本スーパーマーケット協会 

 第 12 回こだわり食品フェア 2017  

全国各地の個性豊かな地域食品を紹介する商談展示会 

主催：一般財団法人食品産業センター 

 デリカテッセン・トレードショー2017  

中食産業の最新情報を発信する商談展示会 

主催：デリカテッセン・トレードショー実行委員会 

 外食 FOOD TABLE 2017  

外食産業のあらゆる商材・サービスが集結する商談展示会 

主催：外食 FOOD TABLE 実行委員会 

包括テーマ： フードビジネスの起点！小売・中食・外食業界の垣根を越えた商談展示会 

会    期： 2017 年 2 月 15 日（水）・16 日（木）・17 日（金）  10:00～17:00（最終日は 16:00 まで） 

会    場： 幕張メッセ全館   来場対象 ： 小売・中食・外食 ＊業界関係者のみ 

公式ウェブサイト：   http://www.foodtable.jp/ 

＜合同企画＞ FTJ2017 クローズアップ企画 

小売・中食・外食それぞれが課題として挙げている“人材・人手”(人材定着率アップ/生産性向上/教育/効率化/ 

雇用促進)に関連した企画を実施します。 

① FTJ特別講演 2 月 15 日（水） 11:30〜13:00 会場：FTJステージ（1 ホール） 

 『スタッフが輝く！ 繁盛店のほめる仕組み』 講師： 一般社団法人日本ほめる達人協会 理事長 西村 貴好 

② 展示        会場：中央モール 4 ホール前 

 FTJ出展者による製品・サービス、行政からの情報発信など、業種・業態毎の課題解決に向けた展示を実施予定 

  本件に関する問合せ窓口  FOOD TABLE in JAPAN プレスルーム事務局 

（株）アールジェイピー・マーケティングコミュニケーションズ内  TEL ： 03-5830-7213  MAIL ：release@foodtable.jp 

ニュースリリース 2016年 11月 24日 



 

 

2016年 11月 24日 

報道関係各位 

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 

 

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((株)アークス 代表取締

役社長)]は､2017年 2月 15日(水)から 17日(金)まで､幕張メッセ 全館において､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 51 回スーパーマーケット・トレードショー2017」[実

行委員長：横山 清]を開催致します｡ 

スーパーマーケットを取り巻く環境は常に変化しており､小売業界の人手不足・買い物難民・インバウンド

消費対応などの身近な問題から､TPPの様なグローバルな問題まで､様々な課題に注目が集まっております｡本

展示会は､その様々な課題の答えを創る一助となるべく開催を重ね､今回で 51 回目の開催となります｡メイン

テーマには「“創”ニッポン」を掲げ､本展示会が全国からご出展・ご来場される皆様のお力によって､日本の

豊かな地域社会づくりに貢献できるよう実施して参りたいと思います｡ 

本展示会は､出展者数 1,960 社・団体､3,321小間(2016 年 11 月 14 日現在)の規模で開催いたします｡今回も

全国各地から自治体や地方金融機関等の取りまとめにより､前回を大幅に上回る 1,482 社以上が出展｡海外か

らも 15 か国・69 社､170 小間が参加となり､各国からのバラエティに富んだ海外商品を紹介致します｡ 

今回から、会場が幕張メッセに変更となりました｡会場の変更に伴い､展示内容のカテゴリーごとにゾーニ

ング分けされたレイアウトの展開や､来場バイヤーが休憩や情報整理を目的に利用できるラウンジなど､来場

者が商談しやすい工夫をしております｡毎年好評の取り組みとして､12月中旬から公式ウェブサイトに『出展

商品検索』機能を設置｡今回から同時開催展を含めた 4展示会全ての出展商品や出展者情報を検索できるよう

になり､利便性が向上しました｡来場者には､数ある出展者の中でターゲットを絞りこみ来場前にご準備いた

だけます｡ 

また、特別企画展「Future Store “NOW”～継続的近未来スーパーマーケット研究～」を初開催｡近未来の

スーパーマーケットを生活者及び小売業の目線で中長期的かつ継続的に研究し､「近未来に対応するために今

解決すべき課題」をテーマに､ブース出展・セミナー・パネル展示でこの課題へのソリューションを提案いた

します｡ 

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 

 

 
 

             
2017年 2月 15日（水）から 17日（金）の 3日間 

今回から新会場「幕張メッセ 全館」にて開催！ 



 

さらに､前回に引き続き「FOOD TABLE in JAPAN(FTJ)」という包括名称のもと､食にまつわる 3 つの専門展

示会「第 12 回こだわり食品フェア 2017」「デリカテッセン・トレードショー2017」「外食 FOOD TABLE 2017」

と合同開催いたします｡小売・中食・外食業界の垣根を越え､それぞれの業種・業態の来場者・出展者が相互

に情報を交換できることで､新たなイノベーションが生まれ､日本の食産業の発展に貢献することを目的に開

催致します｡ぜひご来場をお待ちしております｡ 

 

開催概要 

◆名 称：第 51回スーパーマーケット・トレードショー2017（SMTS2017） 

◆会 期：2017年 2月 15日(水)・16日(木)・17日(金) 10：00～17：00 ※最終日は 16：00まで 

◆会 場：幕張メッセ 全館 

◆テーマ：“創”ニッポン 

◆主 催：一般社団法人新日本スーパーマーケット協会 

◆公式ウェブサイト： http://www.smts.jp 

◆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 

◆出展申込状況(11/14現在)：1,960 社・団体､3,321小間(内､海外出展 15ヶ国､69 社・団体､170小間) 

◆実行委員会  

実行委員長：横山 清(㈱アークス 代表取締役社長) 

副委員長 ：太田 順康(北辰商事㈱ 取締役副社長) 

小苅米 秀樹(㈱ベルジョイス 代表取締役会長) 

※以下､実行委員(正会員)53 名・出展者代表委員(賛助会員)35名・SMTSアドバイザー4 名 で構成 

◆後援：経済産業省／ 農林水産省／ 厚生労働省／ 東京商工会議所 

アメリカ大使館 アメリカ農産物貿易事務所／ イタリア大使館 貿易促進部／インドネシア貿易振

興センター 

カナダ大使館 商務部／スペイン大使館 経済商務部 

タイ国大使館 商務参事官事務所／ ポーランド共和国大使館 貿易・投資促進部 

ポルトガル投資・貿易振興庁／台湾貿易センター東京事務所 

FMIジャパン(一部申請中) 

◆協賛：(一社)公開経営指導協会／ (一財)食品産業センター／ (公財)食品流通構造改善促進機構 

(一財)食料農商交流協会／ 協同組合セルコチェーン／ 全国食肉公正取引協議会 

（一社）全国農業会議所／ (一社)中央酪農会議／ (一社)デジタルサイネージコンソーシアム 

日本ＭＨ協会／ (一社)日本加工食品卸協会／ (公社)日本缶詰びん詰レトルト食品協会 

日本小売業協会／ (一社)日本食鳥協会／ (公財)日本食肉消費総合センター 

(一社)日本ショッピングセンター協会／ 日本生活協同組合連合会／ (一社)日本専門店協会 

(一社)日本惣菜協会／ 日本チェーンストア協会／ 日本チェーンドラッグストア協会 

(一社)日本厨房工業会／ (一社)日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会／ (一社)日本農林規格協会 

日本百貨店協会／ (一社)日本フードサービス協会／ (一社)日本フランチャイズチェーン協会 

(公社)日本包装技術協会／ (一社)日本ボランタリーチェーン協会／ (一社)日本卵業協会 

(一社)日本冷凍食品協会／ (一社)農協流通研究所／ (一社)農山漁村文化協会 

(公財)流通経済研究所／ (一財)流通システム開発センター／ (一社)流通問題研究協会 (50音順) 

◆協力：インターネットジャーナル(株)／ (株)環境新聞社／ (株)共同通信社／ (株)空調タイムス社 



 

(株)小売経済新聞社／ 国際商業出版(株)／ (株)商業界／ (株)商業経済社／ (株)醸造産業新聞社 

(株)食経／ (株)食品産業新聞社／ (株)食品新聞社／ (株)食料醸界新聞社／ (株)食料新聞社 

(株)水産経済新聞社／ (株)水産タイムズ社／ (株)ストアジャパン社／ (株)繊研新聞社 

(株)総合流通ネットワーク社／ (株)ダイヤモンド・リテイル・メディア／ (株)帝国飲食料新聞社 

(株)日刊経済通信社／ 日報ビジネス(株)／ (株)日本食糧新聞社／ (株)日本農業新聞 

(株)日本ホームセンター研究所／ (株)農経新聞社／ (株)バリュークリエイター社 

(株)フードナビゲーションジャパン／ (株)みなと山口合同新聞社／ (株)流通ジャーナル 

(有)流通情報ラベル社／ (株)冷凍食品新聞社 (50音順) 

◆合同開催： 

・第 12回こだわり食品フェア 2017[主催：一般財団法人食品産業センター] 

・デリカテッセン・トレードショー2017（DTS2017）[主催：デリカテッセン・トレードショー実行委員会] 

・外食 FOOD TABLE 2017[主催：外食 FOOD TABLE 実行委員会] 

 

特別企画展 

Future Store“NOW”～継続的近未来スーパーマーケット研究～ [6 ホール]  

近未来のスーパーマーケットを生活者及び小売業の目線で中長期的かつ継続的に研究し､「近未来に対応す

るために今解決すべき課題」をテーマに､ブース出展・セミナー・パネル展示でこの課題へのソリューション

を提案いたします｡ 公式ウェブサイト http://fs-n.net/ 

 

主催者企画 

Overseas Retailers Program 

シンガポール・マレーシア・ベトナムから､インポーター・小売・レストラン等のバイヤーを招聘し､展示会

の視察や商談を行っていただく企画です｡開催期間中はバイヤーの視察ツアーを組み､SMTSの全体の概要から､

出展ブースにおける最新情報を紹介するとともに､国内サプライヤーとの個別マッチング商談会も開催｡国内

の販路拡大だけでなく､海外販路の可能性を広げます｡ 

 

地方・地域産品ゾーン新商品ピックアップ展示[エスプラナード] 

幕張メッセ 9～11 ホール「地方・地域産品ゾーン」の出展者から募った新商品のみ最大 300 商品をピックア

ップし､集中展示の場を提供｡地域別または商品カテゴリー別に陳列することで､出展者のアピールの場とす

ると共に､来場バイヤーが興味のある商品を効率的に探すためのルーツとして活用していただく企画です｡ 

 

スーパーマーケットで買いたい！フード 30選 2017 

エントリーした出展商品の中から､主催者推薦の管理栄養士や料理研究家などで構成された審査員により､書

類と実食審査で「消費者目線で興味を引く」商品を 30 品選出するプログラムです｡会場内では選出商品を一

堂に揃えた展示や､セミナーステージでの関連トークセッションの他､選出された出展者ブースでは審査員が

考案したおすすめレシピを紹介します｡ 公式ウェブサイト http://food-select.jp/ 



 

 

出展商品検索 

12月中旬より FTJ公式ウェブサイトで出展者情報を順次公開｡出展商品や出展者情報など､数ある出展者の中

で､よりターゲットを絞りこんだ訪問のご準備をしていただけます｡また今回より､合同開催展すべての出展

者情報が検索できるようになり､利便性が向上しています｡ 

FTJ公式ウェブサイト http://www.foodtable.jp/ 

 

ビジネスマッチング＠FTJ2017 [11 ホール] 

事前申込制で流通バイヤーとの個別商談会を開催｡直接的な商談の場を提供しています｡ 

2 月 15日(水)～2月 17日(金)  事前エントリー制 

主催：(一社)新日本スーパーマーケット協会､東京商工会議所 

 

第 9 回ベスト店長大賞 

スーパーマーケットの地位向上を目的として､日本国内スーパーマーケットの店長にスポットを当て優秀な

店長を選出し､表彰とパネルディスカッションを行っています｡ 

 

ステージプログラム [1ホール 1日目：FTJ ステージ／2・3日目：SMTS ステージ] 

2 月 15 日(水) 

10：00～11：10 ＜SMTSスピークス＞ 

タイトル  「ENDEAVOR ゼロからの出発」 

スピーカー 横山 清 

(一社)新日本スーパーマーケット協会 会長／(株)アークス 代表取締役社長 

2 月 15 日(水) 

11：30～13：00 ＜FTJ特別講演＞ 

タイトル  「スタッフが輝く！繁盛店のほめる仕組み」 

スピーカー  西村 貴好 

       (一社)日本ほめる達人協会 理事長 

※その他､専門性の高い講演､パネルディスカッションなどを 3日間開催｡ 

※聴講無料 ※運営事務局では事前登録はおこなっておりません｡当日直接会場へお越しください｡ 

※定員：約 250 名 

 

バイヤー大学[国際会議場 中会議室 302]／出展者プレゼンテーション[7 ホール 多目的室 7] 

各商品カテゴリーの専門家を招き最新の商品知識を学ぶことができる「バイヤー大学」(定員 100名)､展示ブ

ースだけでは伝えきれない出展者の商品やサービスをプレゼン形式でご紹介する「出展者プレゼンテーショ

ン」(定員 50名)において､各種セミナーを開催します｡聴講無料｡ 

※バイヤー大学のみ公式ウェブサイトからの事前登録が必要(12月 1日よりウェブ公開および受付開始)｡ 

ウェブサイト http://buyer.chouriryoku.jp/ 



 

 

SMTS･DTS レセプションパーティー[ホテルニューオータニ幕張 2Ｆ大宴会場「鶴の間」] 

2 月 16 日(木)17：30 から､幕張メッセそばのホテルニューオータニ幕張にて『SMTS・DTS レセプションパー

ティー』[協賛：アサヒビール(株)､国分グループ本社(株)､小西酒造(株)､宝酒造(株)､日本コカ・コーラ(株)､

養命酒製造(株)(予定)]が実施されます｡スーパーマーケットを中心とした業界関係者が一堂に集う懇親､交

流パーティーとなり､今回はカナダ大使館の協力による食材紹介の特別企画“Canada 150 –Quality is in our 

nature/La qualite′est dans notre nature-”を実施します｡参加は招待制で(一社)新日本スーパーマーケ

ット協会正会員､来賓､スーパーマーケット・トレードショーおよびデリカテッセン・トレードショーの出展

者､他主催からの招待者です｡ 

 

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 URL：http://www.super.or.jp/ 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 3-19-8 櫻井ビル 4F 

Tel：03-3255-4825  Fax：03-3255-4826 

設立：昭和 33 年(昭和 38 年に社団法人化､平成 22 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(株式会社アークス 代表取締役社長) 

会員規模：正会員 328 社､賛助会員 865 社(2016 年 11 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 

 



2016年11月

近年、日本人の食生活を取り巻く環境は急激に変化しています。「食」の嗜好や食事のスタイルが多様化する

中で、日本人の健康や味覚を支えてきた独自の食文化も揺らいでいます。また、食料調達のグローバル化はコ

ストを低下させる一方で、食料自給率の低下を懸念させています。

こうした状況の中で、その土地土地の気候風土によって生みだされた個性豊かな地域食品をはじめ、原料や製

法に特別のこだわりを持って作られる食品に注目が集まっています。

また、年々高まる健康ニーズ、急速に進む高齢化などを背景に、新しい技術や素材を用いて特定のニーズに絞

り込んだ食品もいろいろと開発されています。

本フェアは、これら時代のニーズに応えて生まれた、いわば時代が求めた「こだわりの食品」といえる品々を、広

く食品流通業界の皆さまにご紹介するもので、生活者の安全を守りながら、豊かで健康的な生活に貢献できる

「食」の提案の場を目指しています。

今回も昨年に引き続いて食品流通業界の皆さまに、より幅広いご提案ができるよう、今注目の「食」の4つの展

示会が FOOD TABLE in JAPAN 2017の名称のもとに集まり、幕張メッセの全館を使い合同開催いたします。来

場者の皆さまにはより多彩な商材との出会いを提供できるものと期待しております。

名　 称 ： 第12回こだわり食品フェア2017

会　 期 ： 2017年2月15日（水）～2月17日（金）3日間　10：00～17：00（最終日は16：00まで）

会　 場 ： 幕張メッセ　11ホール

主 　催 ： 一般財団法人 食品産業センター

前回入場者　： 90，518人（延べ3日間。合同開催展含む）

スーパー、百貨店、生協、ＣＶＳなどの小売業を中心に、商社、食品卸、フードサービスなどが来場。
入場料 ： 5，000円（招待券持参者は無料）

全国37都道府県から177の企業・団体が出展します。小間数は125小間です。

各出展者のブースでは、地域の特性を活かしてつくられた個性豊かな食品をはじめ、原材料や製法に特別の

こだわりを持って作られた食品が展示されますので、バイヤーの方々には、他店にはない差別化商品を発見

する大きなチャンスになります。また、全国各地の食品を効率良く見たいというバイヤーの要望にお応えし

て、出展者を地域ごとにまとめて配置いたします。

以上
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2016年 11月 24日 

報道関係各位 

デリカテッセン・トレードショー実行委員会 

 

お弁当・お惣菜部門に特化した商談展示会

 

2017年 2月 15日（水）～17日（金） 幕張メッセで開催します。 

 

デリカテッセン・トレードショー実行委員会（委員長：三科 雅嗣）は、2017年 2月 15日（水）から

17日（金）まで、幕張メッセにおいて、お弁当・お惣菜部門に特化した商談展示会「デリカテッセン・

トレードショー2017（略称：DTS2017）」を開催致します。 

本展示会は、FOOD TABLE in JAPAN 2017において中食産業に向けた情報発信を担うものとして開催し、

すべての来場者に最新情報を発信するとともに、他業態と同時開催することにより相乗効果をもたらし、

新たなビジネスチャンスを生み出す場として開催いたします。 

 

開催概要 

◆名称：デリカテッセン・トレードショー2017 

◆会期：2017年 2月 15日（水）、16日（木）、17日（金）10:00～17:00（最終日は 16:00まで） 

◆会場：幕張メッセ 4,5ホール 

◆主催：デリカテッセン・トレードショー実行委員会 

実行委員長：三科 雅嗣[(株)いちやまマート 代表取締役社長] 

※以下、副委員長 2名、実行委員 10名、出展者代表委員 19名、アドバイザー4名 で構成 

◆協賛者：キユーピー株式会社 / 国分グループ本社株式会社 / 雪印メグミルク株式会社 (50音順) 

◆ウェブサイト：http://www.delica.jp/ 

◆開催規模：66社・団体 257小間 (11月 14日現在) 

◆入場料：5,000円(招待券持参者は無料、同時開催展共通入場可) 

◆来場者数数：約 90,518名（前回実績・同時開催展含む） 

◆同時開催： 

第 51回スーパーマーケット・トレードショー2017 主催：（一社）新日本スーパーマーケット協会 

第 12回こだわり食品フェア 2017 主催：（一財）食品産業センター 

 外食 FOOD TABLE 2017 主催：外食 FOOD TABLE実行委員会 

 

 

 

 

 

 



主催者企画 

◆お弁当・お惣菜大賞 2017 

6回目となる今回も、5万件を超えるエントリーをいただきました。今回は結果の公開を 2017年 1月 10

日(火)に前倒し、受賞者がより積極的に販促活動に取り組んでいただけるようにします。 

 協賛者：共同印刷株式会社 / 株式会社白子 / 日清オイリオグループ株式会社 

ブルドックソース株式会社 / 三菱食品株式会社 / ヤマサ醤油株式会社 (50音順) 

ウェブサイト：http://www.obentou-osouzai.jp/ 

 

◆フードコート 

「お弁当・お惣菜大賞の受賞商品の味が知りたい。」という声に応えるため、一部の受賞商品を会場に

集め、販売します。 

 

◆Recipe Navi 

「ヘルスコンシャス」をメインの軸にレシピの提案。栄養バランス、低糖質といった切り口のほか、 

定番商品の比較・分析等を行います。 

協力：キユーピー株式会社 / 共同印刷株式会社 / 国分グループ本社株式会社 

シーピー化成株式会社 / 雪印メグミルク株式会社 (50音順) 

 

◆低糖質つゆ・たれ体験 Bar 

低糖質化した時に感じられてしまう”物足りなさ”を、だしなどを使用することで補えることを体験し

ていただけます。 

協力：ヤマサ醤油株式会社 

 

◆DTSステージ 

メニュー開発や売場展開などに役立つ情報を発信します。 

 

◆ビジネスマッチング＠FTJ2017（9ホール：食のマッチング商談会） 

事前申込制で流通バイヤーとの個別商談会を開催。直接的な商談の場を提供しています。 

2月 15日（水）～2月 17日（金）  事前エントリー制 

主催：（一社）新日本スーパーマーケット協会、東京商工会議所 

 

◆FTJ商品検索（出展商品検索用サイト） 

12月中旬より公式ウェブサイトで出展者情報を順次公開。出展商品や出展者情報、会場図面から出展ブ

ースの位置の検索など、数ある出展者の中で、よりターゲットを絞りこんだ訪問のご準備をしていただ

けます。 

ウェブサイト：http://www.foodtable.jp/ 

 

以上 



Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ                                  ２０１６年１１月２４日（木） 

外食・小売・中食業界の垣根を超えた 

販売促進、販路拡大、新規参入のための日本最大の“食”の商談展示会 
 

 

 

 

 

 

ＦＯＯＤ ＴＡＢＬＥ ｉｎ ＪＡＰＡＮ ２０１７主催者コンソーシアムは、２０１７年２月１５日（水）、１６日（木）、１７日（金）の

３日間、幕張メッセ 全館において、食に纏わる４つの商談展示会を合同で開催する。 

「ＦＯＯＤ ＴＡＢＬＥ ｉｎ ＪＡＰＡＮ ２０１７」は、“食”に関する最新の情報・商材・サービスが一堂に集結する国内最大

の商談展示会で、前回は９０，５１８名の来場者を集め開催した。 

 

  「外食 ＦＯＯＤ ＴＡＢＬＥ ２０１７」とは？                                  

「外食 ＦＯＯＤ ＴＡＢＬＥ ２０１７」（主催：外食 ＦＯＯＤ ＴＡＢＬＥ実行委員会）は外食業界に向けた展示会というだ

けではなく、「食の外部化」に対応する小売・中食関連のバイヤー・購買担当者に向けて、小売店のイートインコーナ

ー、中食・弁当惣菜店などに向けたメニュー、設備提案など、業務用商品の販売促進、販路拡大、新規参入の促進

を目的に新たな需要に対応すべく開催する。２回目の開催を迎え、業界、メディアから多くの注目を集めている。 

 

  外食 ＦＯＯＤ ＴＡＢＬＥ実行委員会とは？                                  

当実行委員会は外食産業の活性化を目的に、「ラーメン産業展」、「居酒屋産業展」など外食業界における専門展示

商談会「外食ビジネスウィーク」を東京、関西、九州で合計２０回以上に渡り、開催している。 

既に外食業界のバイヤーからは「年に一度の仕入れの場」として、また出展社からは「新商品発表」、「新規顧客開

拓」、「販路拡大」の場として、多くの期待と注目を集め、確固たる地位を築いている。 

 

  「外食 ＦＯＯＤ ＴＡＢＬＥ ２０１７」の特徴                                  

◆「食」産業の新たなトレンドやビジネスモデル創出の場 

外食業界のバイヤー以外にも小売、中食など、「食」業界に関わる経営者やバイヤーが来場する。 

外食・小売・中食それぞれの垣根がますます低くなり、小売・中食業態の「食の外部化」が活発化している。コンビニ

やスーパーマーケット・中食の店舗が、イートインコーナーの増設や外食事業への新規参入などの動きがあり、業界

の垣根を超えた「外食＋αの領域」、「新・外食領域」が誕生している。その「食の外部化」をより一層促進する需要創

造・情報発信の場となっている。 

 

◆「食」業界全体への新規顧客開拓、販路拡大の場 

同時開催展として、「スーパーマーケット・トレードショー」、「こだわり食品フェア」、「デリカテッセン・トレードショー」を

開催するため、「食」に関わるあらゆる販路開拓が可能となる。 

「食」業界全体への新規顧客開拓、販路拡大、ＰＲ、マーケティングを効率的に行うことができる場となっている。 

会期 ： ２０１７年２月１５日（水）・１６日（木）・１７日（金）  会場 ： 幕張メッセ 



◆「食」業界における日本最大の展示会 

４展を同時開催することで、外食・小売・中食を網羅した「食」業界に携わる方々の来場を見込んでいる。【前回実績 

９０，５１８名／会期３日間】また、出展社数、出展小間数、来場者数とも日本最大の「食」の展示会として、幕張メッセ

全館を利用し、大々的に開催する。 

 

◆「食」業界の課題を解決する新企画を新設 

●「食」のヘルシー＆ナチュラルＥＸＰＯ 

働く女性の増加、シニア世代の健康志向の高まり、食の多様化が進む中で、消費者のニーズを満たすヘルシーメニ

ュー開発、ヘルシー商材を提案できるエリア。「自然食品や飲料」、「ヘルシー調味料」、「スーパーフード」、「無添加、

無農薬食品」などの商材を持つ企業が出展対象となる。 

 

●人材不足対応・省労力化コーナー 

外食業界をはじめ、スーパー、コンビニエンスストアなどサービス業全体で「人材不足」が大きな課題となる中、店舗

経営者、現場責任者にしてみれば死活問題である「人材不足」をどのように改善していくのか。「人材不足の解消」に

関連する製品・サービスを纏めて専門コーナー化し、「人材不足」の補填、対応に関わる製品・サービスを持つ企業

が出展対象となる。 

 

  様々な要因が需要を後押しする外食業界の現状                              

外食業界は大きな転換期を迎えている。「ＴＰＰ」、「原材料高騰」、「食の安心安全」、「人材不足」など課題もあるが、

ポジティブな要素としては、世界的な「和食」・「ラーメン」ブームに加え、２０２０年の東京オリンピック開催に向けて、

さらに増え続ける訪日外国人を取り込むインバウンド需要などがあり、昨年、１年間で訪日外国人客が日本国内で

消費した金額は約３．５兆円で、「食」業界にも大変大きな追い風が吹いている。 

また、「女性の社会進出」、「単身世帯の増加」、「高齢化の進行」、「生活スタイルの多様化」などを背景に、「食」へ

の向き合い方が多様化し、「食」業界全体の市場構造が変化している。 

情勢に合わせた外食産業の変化は目まぐるしいが、そこをチャンスと捉えて、異業種からの参入や業態転換なども

積極的に行われている。 

 

  外食 ＦＯＯＤ ＴＡＢＬＥ ２０１７ 開催概要                                 

■展示会名 ： 外食 ＦＯＯＤ ＴＡＢＬＥ ２０１７ 

■会期 ： ２０１７年２月１５日（水）・１６日（木）・１７日（金） １０：００～１７：００（１７日（金）は１６：００まで） 

■会場 ： 幕張メッセ 

■主催 ： 外食 ＦＯＯＤ ＴＡＢＬＥ実行委員会 

■特別企画 ： 「食」のヘルシー＆ナチュラルＥＸＰＯ、人材不足対応・省労力化コーナー 

■同時開催 ： 第５１回 スーパーマーケット・トレードショー２０１７ 

第１２回 こだわり食品フェア２０１７ 

デリカテッセン・トレードショー２０１７ 
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