第 51 回スーパーマーケット・トレードショー2017 『沖縄県コーナー』
【 2017 年 2 月 15 日（水）～17 日（金） 幕張メッセ 】

＝出展者募集要領＝
公益財団法人沖縄県産業振興公社

1.事業の目的
沖縄県産品の県外販路開拓を図るため、
（公財）沖縄県産業振興公社が県内中小企業
の県外商談展示会への出展を取りまとめて支援することにより、円滑な出展機会の提
供と県外販路拡大に寄与する。

2.対象の商談展示会
（1）名
称 ：「 第 51 回スーパーマーケット・トレードショー2017 」
（2）概

要 ：①スーパーマーケットを中心とする流通業界に最新の情報を発信する
プロ向けの商談展示会です。2017 年で 51 回目の開催を迎えます。
②前回（2016 年）の出展者数 1,918 社、来場者数 90,518 名で、流通業
界に特化した展示会としては日本最大規模を誇ります。

（3）主

催 ：
（一社）新日本スーパーマーケット協会
東京都千代田区内神田 3-19-8

櫻井ビル

（4）開催日時 ：平成 29 年 2 月 15 日（水）・16 日（木）
・17 日 (金) ＜3 日間＞
10：00～17：00 （2/17 は 16：00 まで）
（5）会

場 ：幕張メッセ 全館

千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

3.募集内容
（１）対象者

次のすべての要件を満たしている企業のみご応募ください。
① 沖縄県内の中小企業等
② 県外への販路開拓を目的とし、事後の営業活動や売買取引ができる商品や体制
を有している食品取扱事業者
③ 「沖縄県コーナー」としてまとまって出展することの意義を理解し、協調性の
ある行動がとれる事業者
④ 当公社が開催する「出展者準備説明会」及び「出展直前セミナー」に出席する
ことができ、各種提出物や事後アンケート等の締切日を厳守しクイックレスポ
ンスで対応できる事業者
⑤ SMTS 開催期間中、自社出展ブースに担当者が常駐できる事業者
（２）募集対象スペース：
W1500 ㎜×D600 ㎜×H700 ㎜の白布巻きテーブルと後ろのスペース
（３）出展募集スペース数 ３０ スペース
（４）募集方法

当公社ホームページを通じて公募します

（５）募集期間

平成 28 年 7 月 25 日（月）～8 月 19 日（金）

（６）申込方法

当公社ホームページより所定の「出展申込書」をダウンロードの上、
必要事項を入力後、当公社中小企業支援センター宛にメールにてご
提出下さい。
（ smts@okinawa-ric.or.jp ）

（７）出展者の決定

お申込み件数が募集スペース数を超える場合は、出品する商品と
SMTS との適合性や出展効果等を考慮した上で決定します。なお、
前年度出展した企業については SMTS 出展説明会・出展直前セミナ
ーへの出席状況や提出物の締切順守状況等を参考にしながら公社
で選考することとします。

4.出展費用について
（１）
「沖縄県コーナー」出展料金……１スペース 165,000 円（税込）
本料金は下記の費用に充てられます。
スペースの使用料、
「沖縄県コーナー」全体の基本工事負担金（各出展者社名板制
作設置料、白布巻き展示スペース設置料、看板制作設置料、シンク設置料、ブー
スカーペット）
、ごみ処理・清掃料及び主催者へのブース設営委託料等
※原則各社１スペース割当とし、出展申込が３０社に満たない場合のみ、２スペ
ースでの出展を可能とします。２スペース希望者は出展申込書にチェック（レ
点）を入れてください。なお、希望者多数の場合は公社で選考致します。
（２）出展者オプション負担金…出展者が自社の小間において、独自の小間装飾や展示
方法を施される際に掛かる経費については、出展者個々にご負担いただきます。
＜例えば＞
冷蔵冷凍ケース、展示用ひな壇等展示備品のレンタル料、実演（試飲・試食）
に伴う備品レンタル料、自社展示物の保険料、搬入・搬出にかかわる費用、招
待券・チラシセット及び封筒の一定枚数（各 100 部）を超える購入料、マネキ
ン派遣料、等
※会場への出張旅費・滞在費についても出展者個々にご負担いただきます。
（３）公社負担金…公社においても、予算の枠内で次の項目について負担し出展をサポ
ートいたします。
①出展サポートにかかわる事務経費
②出展者事前セミナーや出展準備説明会等の各会合の会場使用料、外部講師謝
金・旅費、等
③SMTS への公社職員派遣旅費、その他
（４）協賛金の取扱い
外部機関より協賛金のご協力が得られた場合、
「沖縄県コーナー」全体のブース設
営や装飾等の費用として使用します。

5.前記 4（1）の出展料の支払いについて
（１）公社は出展申込企業に対して出展料金 165,000 円（税込）の請求書を発行し、
それに基づき出展申込企業は指定期日までに公社の銀行口座宛に振り込むことと
します。
※なお、振込手数料は出展者の負担とします。
※また、出展申込み後の変更・取り消しは原則的には認められません。申込企業
様のご都合によりやむを得ない場合は、変更・取り消し内容並びにその理由を
明記した文書を公社に提出していただきます。その場合、①基本出展料及び②
共益負担金は、支払いの前後にかかわらず次の要領でキャンセル料を受けるこ
ととします。
◇平成 28 年 8 月 31 日（水）までのキャンセル…30％（ 49,500 円）
◇平成 28 年 9 月 1 日（木）以降のキャンセル…全額（165,000 円）

（２）公社は、出展者からの入金分と協賛金（ご協力が得られた場合）の合計額から公
社で使用し支払う分を除いた金額を、SMTS 主催者（一般社団法人新日本スーパー
マーケット協会）に、
「沖縄県コーナー」の小間使用料、基礎工事費、及びブース
全体の装飾費として支払うこととします。なお、全体のブース設備、装飾につい
ては、その金額の範囲内で主催者と協議し決定することとします。
※なお、公社負担金は公社が直接、相手先に支払います。

6.出展サポートの主な内容と実施時期
（1）SMTS「沖縄県コーナー」の募集のご案内とお申込みの受付期間
・・・・・・平成 28 年 7 月 25 日（月）～8 月 19 日（金）
※但し、応募者多数の場合は公社で選考を行ないます。

（2）『出展準備説明会』の開催（約 3 時間）・・・・11 月 9 日（水）
①SMTS の概要と留意事項
②搬入出、旅行手配等について
③事務局からの案内
（3）SMTS「沖縄県コーナー」全体の平面レイアウト図の確定・・・・ 11 月中旬
❋SMTS 主催者と公社の協議により決定します。
（4）出展各企業の準備状況の確認とブースづくりの相談対応
・・・・・・・・10 月下旬～平成 29 年 1 月下旬
（5）
「沖縄県コーナー」における出展者の小間配置
・・・・・・・・・・・・・11 月下旬
※「沖縄県コーナー」における出展者の配置については、出展者の出展内容、過去
の出展実績を考慮の上、公社にて決定いたします。なお、なるべく同業者が隣接
しないように配置します。
（6）
「沖縄県コーナー」全体ブースの演出・装飾の具体的企画・・・・11 月下旬
❋会場全体における「沖縄県コーナー」の位置は、10 月中旬頃に
SMTS 主催者において決定されます。
（7）
『出展直前セミナー』の開催（約 3 時間）
・・・平成 29 年 1 月中旬頃
①ＳＭＴＳへ向けたスキルアップセミナー（内容未定）
②「沖縄県コーナー」全体ブースのレイアウト配布
③その他出展に際しての留意事項
（8）出展者の会期直前の準備状況の確認と必要に応じてのサポート
・必要に応じて出展準備をサポート・・・・・・12 月中旬～平成 29 年 1 月下旬
※なお、搬入・搬出における貨物輸送の手配や航空券・宿泊の手配については
出展者各自で行なっていただきます。
（9）出展者に対する出展料の請求・入金取りまとめ・主催者への支払い
①公社から出展者への請求書の送付・・・・・・11 月中旬
②出展者から公社へのお支払い期限・・・・・・12 月中旬
③公社から主催者への支払い・・・・・・・・・平成 29 年 1 月中旬
（10）SMTS 会期直前の最終確認（メール、電話等にて）
・・・2 月初旬

（11）SMTS 会期前日・当日のサポート・・・・・・2 月 14 日（火）～2 月 17 日(金)
・各企業の搬入作業を側面からサポート
・各企業のブース展示演出の助言
・会期中毎日 9 時 45 分から 5 分間出展者全体朝礼（連絡事項等）
・来場者に「沖縄県コーナー」へ声かけ誘導
・琉装マネキンの配置によるＰＲ活動
・他県、他企業等 SMTS 全体の出展状況等の視察
・各企業の搬出作業を側面からサポート
（12）SMTS 終了後「沖縄県コーナー」出展者アンケート調査の実施・・・・2 月下旬
（13）その他、全過程を通じて、出展者に対する出展に関する進捗状況の確認及び指導・
助言・・・・・・・平成 28 年 9 月～平成 29 年 3 月
～以上～

＜お問い合せ先／お気軽に＞
（公財）沖縄県産業振興公社 中小企業支援センター
那覇市小禄 1831 番地 1（沖縄産業支援センター4 階）

TEL 098-859-6237

FAX 098-859-6233

担当：丸橋

Email：smts@okinawa-ric.or.jp

