
令和元年度 販路開拓支援事業「商談会」の開催について 

 

標記「商談会」については、県連販路開拓支援事業の一環として、首都圏等や広島地域の、

こだわりの商品を取り扱う百貨店・専門商社等のバイヤーを招き、小規模事業者等の新たな販

路開拓の機会を提供するために開催するものです。 

ついては、首都圏等への販路開拓を検討している会員事業所等（食品関連商品に限定）へ広

く周知いただき、参加を希望される場合は、別紙の参加申込書に必要事項を記入のうえ、9月

27日（金）までに県連 地域振興課宛に原則 Eメールにて申し込みください。 

 また、商談会参加事業者を対象に、本商談会をより効率的なアプローチの場とするため、商

談ポイントのアドバイスを中心とした、「商談会事前セミナー」を開催しますので、併せて参

加いただきますようお願いします。 

  

記 

１．商談会 

 （１）開催日時・場所 

日時：令和元年 11月 12日（火） 12:30～17:00 

※商談時間１社 20分程度・70商談を予定 

場所：ホテルセンチュリー21広島 3階「プラド」 

広島市南区的場町 1-1-25 TEL：082-263-3111 

 （２）開催内容 

別紙「令和元年度販路開拓支援事業『商談会』開催要領」のとおり。 

（３）申込方法 

＜申込書の入手方法＞ 

別添の様式データ（参加申込書①・②、商品カルテ）を利用ください。 

また、県連 HP（アクティブヒロシマ http://www.active-hiroshima.jp/）からも 

ダウンロード出来ます。 

 

＜申込書の提出方法＞ 

申込みに際しては、以下のすべての書類を原則 E-mail（chiiki@hint.or.jp）に 

て提出のこと。 

  【提出書類】 

（1部のみ提出） 

・参加申込書① 

・参加申込書② 

（商談商品ごとに提出） 

http://www.active-hiroshima.jp/
mailto:chiiki@hint.or.jp


・商品カルテ 

※商品カルテは、事前にバイヤーに提示します。 

2商品以上商談を行う場合は、シートをコピーのうえ、申込商品毎に提出し

てください。 

     なお、やむを得ずメールでの申込みが出来ない場合は、FAX：082-249-0565にて

申込みください。 

（４）申込締切 

 令和元年 9月 27 日（金）【期限厳守】 

※効率良く商談ができるよう、予め参加バイヤーと参加事業者のマッチングは、事

務局にて調整しますので、期限厳守にて申込みください。 

 （５）その他 

①申込みの受諾を含め、商談会等の詳細は後日、連絡させていただきます。 

   ※申込状況・バイヤー等からの指名状況等により、参加を受諾できない場合が 

    ありますので、予めご了承ください。 

   ②商談に係るマッチングは、事前に参加バイヤーに応募事業者の商品リスト等を提供

し、バイヤーからも事業者を指名いただく等双方の希望を考慮したマッチング形式

で調整を行います。 

    マッチングの都合上、参加申込書、商品カルテは期限厳守の提出をお願いします。 

   ③食品関連商品に限定して実施いたしますので、ご留意ください。 

 （６）当日の準備物等について 

①当日は、展示コーナーを設置（12:00～展示可能）しますので、バイヤーに提供する

サンプルの他に、展示用の商品を併せてご持参ください。 

②商談にあたり、試食を行う場合、基本的に会場での調理はできませんので、予め試

食用に準備したものをご持参ください。 

※事前調理が困難なものについては、別途ご相談ください。 

③「商品カルテ」等、商談に必要な資料等については、商談件数に応じて、各自ご準

備ください。 

  



２．商談会事前セミナー 

 （１）開催日時・場所 

    日時：令和元年 10 月 16日（水） 13:30～16:30 

    場所：広島 YMCA国際文化センター 本館 402号室（広島市中区八丁堀 7-11） 

 （２）開催内容（予定） 

①講習会及び模擬商談 

商談会参加に当たっての事前準備、当日や商談後の取組内容について、模擬商談

を交えながら説明します。 

②商談会参加に際しての注意事項等について 

   ③質疑応答等 

（３）申込方法 

   「参加申込書①」の記載欄に記入のうえ、申し込みください。 

 （４）その他 

「事前セミナー」に参加される方で、当日、模擬商談等を希望される場合は、商

品、サンプル・パンフレット等をご持参ください。 

 

３．商談会・事前セミナーに関する問合せ・申込み先 

広島県商工会連合会 地域振興課（担当：石橋、山崎） 

TEL：082-247-0221 FAX：082-249-0565 E-mail chiiki@hint.or.jp 

 

 ＜添付ファイル＞ 

・01.開催要領 

・02.バイヤー一覧 

・03.参加申込書①・②・商品カルテ 

 

file://///192.168.51.57/data$/振興部/特産品等販路開拓支援事業「商談会」/H30商談会（H30.11.7)/3_商工会ぷらざ出展者案内/販路開拓事業関連/Ｈ27商談会（H27.11.26）/chiiki@hint.or.jp


令和元年度 販路開拓支援事業「商談会」開催要領 

令 和 元 年 9 月 

広島県商工会連合会 

 

１．趣 旨 

当会では、販路開拓支援事業の一環として小規模事業者等の商品開発・販路開拓を支

援するため、首都圏並びに広島地区等の流通業のバイヤーを誘致した商談会及び講習

会を実施し、参加企業に「売る」ことを意識した販路拡大の場とし、事業などで開発し

た商品等の流通業者との取引、商品開発等へのアドバイスの機会として開催する。 

２．開催日時・会場 

日時：令和元年 11月 12日（火）12:30～17:00（受付・展示準備 12：00～） 

会場：ホテルセンチュリー21広島 3階「プラド」 

   広島市南区的場町 1-1-25 TEL：082-263-3111 

http://www.century21.gr.jp/ 

     ※駐車場を利用の場合は、有料となります。 

３．参加事業者 

  小売商業者、製造業者、商工会関係者など 

４．出展品目 

  食品関連商品（食品関連に限定して実施いたします。） 

５．内 容（予定） 

（１）商談会（バイヤー10名×7商談＝70商談）※原則 1社 2商談…35社程度 

   ①参加事業者の商品 PR展示ブースを設置する 

   ②バイヤーとの商談会（原則、1事業者 2社とし面談時間は 20分） 

    ※申込状況等により希望に添えない場合あり。最終調整は事務局で行います。 

   ③商談に係るマッチングは、事前に参加バイヤーに応募事業者の商品リスト等を提

供し、バイヤーからも事業者を指名いただく等双方の希望を考慮したマッチング

形式で調整を行います。 

（２）個別相談会等（待ち時間にて自由相談） 

   ・個 別 相 談 会（希望者）・・・バイヤーズ・ガイド（(有)永瀬事務所） 

   ・個 別 商 談 会（希望者）・・・４７ＣＬＵＢ（中国新聞社） 

６．商談会スケジュール（予定） 

時 間 内  容 

１２：００～ 受 付（展示準備） 

１２：３０～１２：５０ 挨拶・商談会説明 

１３：００～１５：００ 商談会（前半） ※4コマ（1コマ：30分サイクル） 

１５：００～１５：３０ フリー商談会（名刺交換会） 

http://www.century21.gr.jp/


時 間 内  容 

１５：３０～１７：００ 商談会（後半） ※3コマ（1コマ：30分サイクル） 

１７：００～ 終了（展示物撤去等） 

※随時「個別相談会」「個別商談会」を開催します。 

個別相談会：バイヤーズ・ガイド（(有)永瀬事務所） 

個別商談会：４７ＣＬＵＢ（中国新聞社） 

７．参加流通業者予定（バイヤー10名）……別紙参照  

  首都圏（大消費地区）     ･･･5社 

  関西圏            ･･･2社 

  広 島            ･･･3社 ※追加予定あり 

８.その他留意事項 

①参加費について 

無料。但し交通費等は各自ご負担ください。 

②搬入・搬出について 

・ホテルの正面玄関をご利用ください。 

・搬入終了後は駐車場に停車ください。 

（駐車場は有料となりますので、予めご了承ください。） 

③設備について 

手洗い場は指定の場所を使用ください。 

④調理器について 

簡易な調理器を設置いたします。 

（電子レンジ、オーブントースター、ホットプレート、電気ポット、IH調理器） 

   ※器材は共同でご使用ください。 

   ※持込みの器具がある場合は事前に申し出ください。 

   ※「麺ゆで」「水でしめる」「水洗い」など水場の利用はホテルスタッフの指示に 

従ってください。 

⑤試食・試飲提供について 

提供に必要な備品（つまようじ、割箸、紙皿、紙コップ等）は各自でご用意ください。 

⑥ゴミ処理について 

・不燃物、可燃物等の分別にご協力ください。 

・大きなゴミは処分できませんのでお持ち帰りください。 

⑦注意事項について 

・裸火は使用禁止です。 

・喫煙は指定の場所でお願いします。 

９．事前セミナーの開催について 

  「商談会」を効率的に実施するため、商談会参加者を対象にした事前セミナーを開催し

ますので、是非、ご参加ください。 

①日 時  令和元年 10月 16日（水）13：30～16：30 



②会 場  広島 YMCA国際文化センター 本館 402号室 

        広島市中区八丁堀 7-11 TEL：082-227-6816 

        ※駐車場を利用の場合は、有料となりますので予めご了承ください。 

③テーマ  「成約を勝ち取る！商談会事前セミナー」 

  ・販路開拓の基礎知識 

  ・ＦＣＰ展示会・商談会シートの書き方 

     ・展示会・商談会出展にあたって 

・商談会の意外な事実 

・商談後のフォローアップで成約を勝ち取る 

・模擬商談（ロールプレイング）  など 

   ④講 師  有限会社永瀬事務所 代表取締役 永 瀬 正 彦 氏 

 



広島県商工会連合会

No. 業種 地域 社　名 企業・団体紹介・コンセプト 具体的な希望商品 URL

1 百貨店 ㈱小田急百貨店

小田急百貨店は、小田急電鉄（株）を中心とする
小田急グループの一員。100余社から成る小田急グ
ループは、運輸、流通、不動産、ホテル・レスト
ランなど、さまざまな分野で地域社会に密着した
事業を展開している。

弊社新宿店・町田店・藤沢店の上層階にある催物場で開催される物
産展にて即売又は実演で現在・将来出店できる企業。商品搬送・返
送費、交通費、人件費、宿泊費等を自社で負担できること（什器・
器具リース代等は弊社負担）。
商品の産地、会社、工場等が「現地」にあること。

http://www.odakyu-
dept.co.jp/

2 通販 ㈱郵便局物販サービス

郵便局を通じてお客さまのもとに、ふるさとの物
産や名産品、その他様々な商品をお届けしてい
る。

菓子・惣菜を多く取り扱っている。 http://www.jpmm.co.jp
/

3 スーパー ㈱紀ノ國屋

日本から、世界から、選りすぐった
上質な食品を幅広くセレクトし、最高水準の品質
とおいしさ、安全にこだわった、食卓を彩るアイ
テムを取り揃えている。

こだわりの商品を探しています。無添加など材料へのこだわり、伝
統の技へのこだわり、美味しさへのこだわりなど、たくさんの高級
感あるこだわりの商品に出会いたいと思います。

https://www.e-
kinokuniya.com/

4 百貨店 ㈱日本百貨店

日本全国の上質なものを集めた専門小売「日本百
貨店」を６店舗運営。食品に関しては、「日本百
貨店　しょくひんかん」が力を入れている。

加工品、常温、日持ちが長いもの。商品の歴史があるもの、生産者
の想いが語れるもの

http://nippon-
dept.jp/

5 専門店 広島ブランドショップTAU

銀座にある広島県のアンテナショップ。地下1階か
ら3階までの4フロアに、広島の様々な名産品・逸
品を集めた売場から地元食材使用の絶品お料理を
ふるまう飲食店など、本物の広島に触れ合えるお
店。

本物、希少性、物語性など広島の選りすぐりの産品で、広島県のブ
ランド価値を高める上でふさわしいもの。広島の季節を感じられる
“旬”の商品

https://www.tau-
hiroshima.jp/

6 百貨店 ㈱大丸松坂屋百貨店　梅田店

札幌、東京、静岡、名古屋、京都、大阪、博多な
ど全国主要都市に18店舗を展開する百貨店。

生鮮食品（特に青果）を希望
催事出展事業者様も歓迎

http://www.daimaru-
matsuzakaya.com/

7
カタログ販
売
宅配

㈱阪急キッチンエール

阪急百貨店系列の食料品カタログ販売、宅配サー
ビス

幅広く商品を取り扱っているので、食料品全般のご紹介を希望 http://www.k-
yell.co.jp/kansai/

8 百貨店 ㈱広島三越

広島市中区の百貨店。三越伊勢丹の地方子会社の
ひとつで地域に根差した客層を持つ。

地場産品関連商品群、イベントプロモーションを通じた拡販希望事
業者、ギフト関連商品提案、ほか。

http://mitsukoshi.mis
tore.jp/store/hiroshi
ma/index.html

9 スーパー ㈱フレスタ

広島・岡山・山口で食品中心のスーパーマーケッ
トチェーンを展開。

ＳＭの売場に適した商品　ターゲットが限られるような商品はＮＧ
です。現状のトレンドに合った商品

http://www.fresta.co.
jp/

10 卸売 ㈱まるごと食品

各地の百貨店及びスーパーへの販路を持つ卸売
業。「地域商社」として、全国各地のこだわり食
品を広く展開している。

菓子類・グロッサリー及び和日配・洋日配のお菓子を希望。
全国の百貨店のB1のグロッサリー及びテナントにバラ混載で、全国
のこだわった食品を卸販売しております。小回りの利くメーカー様
であればオリジナルの商品の開発を依頼しておりますので、そう
いった対応が可能であれば宜しくお願いします。

http://marugoto-
s.co.jp/company/

令和元年度 販路開拓支援事業「商談会」参加バイヤー一覧
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