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大阪経済記者クラブ会員各位 

 
商流創造プロジェクト 

セミナー＆商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 
「東海テレビ事業」、「アイケイ」、「ABホテル」の開催について 

 

 

 

 

 

 

 

○大阪商工会議所は、６月 1８日（月）に東海テレビ事業㈱、７月１１日（水）に㈱アイケイ、

7 月 27 日（金）に AB ホテル㈱を招き「ザ・ベストバイヤーズ」を開催。本日より、売り

手企業の参加募集を開始する。 

 

○「ザ・ベストバイヤーズ」は、自社の商材の販路開拓・拡大を求める中小企業が、時間予約制  

で大手流通業のバイヤーと商談を行うもの。平成２５年４月から開始した事業で、これまで 

に５８回開催、全国から 1７５４社の中小製造業・卸売業が参加している。 

 

○東海テレビ事業の商談対象は、家電製品、食品全般、生活雑貨、美容・健康、アイケイは、 

食品全般、AB ホテルからは、新店舗建設等の担当者が参加し、家具の商材をはじめ、清掃サー

ビス、内装設計事務所等の新規取引先を募集する。 

 

○参加費は 1 社（2 名まで参加可能）につき、大阪商工会議所会員企業が 8,000 円、それ以

外の企業は 1 社 16,000 円。なお、震災の復興支援の一環として、青森県・岩手県・宮城

県・福島県・茨城県・熊本県からの参加者については、特別料金（大阪商工会議所の会員価格

相当額）を適用する。 

 

○今後の「ザ・ベストバイヤーズ」の開催スケジュールは以下の通り。 

ザ・ベストバイヤーズ ４月１０日（火）㈱ビックカメラ 

４月１８日（水）㈱スタイリングライフ・ホールディングス 

５月 ８日（火）関西国際空港産業㈱ 

６月２９日（金）㈱スーパーホテル 

以 上 

 

【添付資料】 資料 1 ザ・ベストバイヤーズ 東海テレビ事業㈱ 案内状 

資料 2 ザ・ベストバイヤーズ ㈱アイケイ 案内状 

資料３ ザ・ベストバイヤーズ AB ホテル㈱ 案内状 
 

 
【お問合先】大阪商工会議所 

流通・サービス産業部（帆足・大石） 

☎  ０６－６９４４－６４４０ 

携帯 ０９０－５１５１－８００４ 



大阪商工会議所主催   セミナー＆商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 のご案内  

Ｔ Ｖ通販番組・シ ョッピングサイト運営会社に販路開拓のチャンス！ 

 
 

大阪商工会議所では、東海テレビ事業株式会社の仕入れ担当者を招き、同社と取引を希望する企業を
対象に、セミナー＆商談会「ザ・ベストバイヤーズ」を開催します。自社の販路を拡大したいとお考
えの事業者の皆様は、是非ご参加ください！ 

１．開 催 日 ２０１８年６月１８日（月）午前の部（10:00～13:00）、午後の部（14:00～17:00） 

２．開催場所 大阪商工会議所 ６階 白鳳の間(セミナー)・桜の間(商談会) 

       （大阪市中央区本町橋2-8 地下鉄堺筋線・堺筋本町駅、地下鉄谷町線・谷町4丁目駅より徒歩7分） 

３．プログラム（午前の部、午後の部ともに同じ内容） 

(1)セミナー（３０分） 
「東海テレビ事業の紹介と取引条件」…ご担当者より 

(2)時間予約制による商談会（１社２５分） 
 
 
 
４．対象(下記商品取扱いの製造業・卸売業) 

 

 

 

 

 

５．定 員 ４０社 

６．参 加 費 大阪商工会議所会員１社 8,000円、非会員１社 16,000円  
（１社２名様まで参加可。３名以上でのご参加は別途費用を頂戴します。） 

 

 

 

 

 

 

し 

 

 

 

 
午前の部と午後の部の２部構成で開催。いずれもセミナーを３０分開催し、

引き続き、時間予約制による商談会を行います。 

(1) 家電製品（家事、調理、オーディオ機器 等） 

(2) 食品全般（飲料含む）※お酒類は対象外 

(3) 生活雑貨（家具、キッチン用品、日用雑貨 等） 

(4) 美容・健康（理美容、健康用品、婦人肌着 等） 

★地域限定、ギフト、お土産、こだわり商材など大歓迎！ 

★販売単価が 3,000円以上のものを想定しています。 

 

 

東海テレビ事業株式会社は、東海テレビ

で放送の通販番組「いちばん本舗」をは

じめ、総合ショッピングサイト「東海テ

レビ ONLINE」を運営する会社です。家

電、生活雑貨やファッション雑貨、美容

健康商品、食品・酒類など多数取り扱っ

ています。 

【売上高】27 億円（2017 年 3 月期） 

【HP】https://www.tokai-tvj.co.jp/ 

【EC】https://online.tokai-tv.com/ 

参加申込企業様の情報をバイヤー企業に提供し、事前選考を経た上で商談を設定します。なお、商品や取引要件等が
合致しない場合、また、定員を超える申込みをいただいた場合には、ご参加いただけない場合がありますので、予め
ご了承ください。 

【開催 3 週間前迄に】 

お申し込み(ＨＰまた

はＦＡＸ) 

 

 

 

 

 

裏面の注意事項を確認

の上お申し込み下さい。 

【申込と同時に】 

参加費お振込み 

 

 

振込先は裏面を参照。入金確

認後１週間以内に事務局か

ら入金確認メールをお送り

します。メールが届かない場

合は事務局にご連絡下さい。 

 

 

【開催 3 週間前】 

 

 

 

バイヤーによる 

事前選考 

バイヤー企業が貴

社との商談の可否

を決定します。 

【開催 2 週間前】 

事前選考の結果通知(メール) 

 

商談にお進みいただける方：後日、商談

時間をメールにてお知らせします。原

則、参加費のご入金順に商談時間を設定

します。 

商談にお進みいただけない方：事前にお

知らせいただいた口座に参加費を返金

します。 

 ７．申込みから商談までの流れ  

 

当
日
： 

商
談
会
場
へ 

～裏面に続く～ 

https://www.tokai-tvj.co.jp/
https://online.tokai-tv.com/


上記３行と埼玉りそな銀行各本支店のＡＴＭからのお振込は、振込手数料は不要です。 

１０桁のご依頼人番号「９０５７１００００４」と貴社名をご入力ください。 

FAX：０６-６９４４-６５６５  大阪商工会議所 流通･サービス産業部 流通担当 行 

 

 

 

会社名 

（フリガナ） 

 

（大阪商工会議所の会員の方は、会員番号をご記入下さい） ＫＴ/Ｋ                    

住 所 

〒 

 

TEL.                                  FAX. 

ご登録者 
役職名                   

氏名                    

役職名                    

氏名                     

メールアドレス 
 

 

URL http:// 

資本金 万円 従業員数         人 売上高 万円 

業種に☑をお 

付けください 
□製造業 □卸売業 □製造卸売業 □製造小売業 □農林水産業 □その他（        ） 

今回売り込む商

品とその特徴 

商品名：                   

 

 

 

貴社の 

セールスポイント 

今回参加の目的等 
 

返金口座 

銀行名：           支店名：              □当座 ／ □普通 

口座番号：       名義人(カタカナ)：     銀行コード：    支店コード： 
※事前選考により、商談にお進みいただけなかった場合は、振込み済みの参加費を返金させていただきます。返金先

の法人口座をご記入ください。 

大阪商工会議所 

への入会について 

大阪商工会議所へ入会すれば参加費が会員料金になります（大阪市外の企業も加入できます）。 

◆入会をご検討されますか  □検討する（⇒入会申込書をお送りします） □検討しない 
※会費は、法人の場合、加入金３，０００円＋年会費１口１８，０００円から（口数は資本金に応じて変動します）。 

※ご入会のメリット等、詳しくはホームページをご覧ください。⇒ http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/index.php 

【注意事項】 

(1)参加お申込み後、参加費を下記銀行口座にお振込みください。参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。

なお、貴社ご都合によるキャンセルはいたしかねます（参加費の返金もいたしかねます）。代理の方のご参加をお願いします。 

(2)参加確定後、ご参加いただく時間帯（午前の部もしくは午後の部）等を e-mailにてお知らせいたします（※時間帯、商談開始時間については、    

事務局にて設定させていただきます）。なお、セミナー終了後、商談開始時間までお待ちいただくことになりますので、予めご了承ください。 

(3)本所は本事業を通じて商談の場を設定させていただきますが、本事業後の商談については、貴社とバイヤー企業との間でお進めください。 

(4)本事業を契機に発生した取引などに関するトラブル・損害、健康被害などについて、本所は一切の責任を負いません。 

(5)商談をスムーズに行っていただくため、必ずセミナーをご受講ください。 

(6)ご記入頂いた情報は、本所からの各種連絡・情報提供のために利用する他、バイヤー企業、大阪府等には参加企業名簿として提供します。 

＜参加費のお振込先＞ 

①りそな銀行     大阪営業部 （当座） ０８０８７２６    

②三井住友銀行    船場支店  （当座） ０２１０７６４   ＜振込先名義＞大阪商工会議所 

③三菱(東京)UFJ 銀行 瓦町支店    （当座）  ０１０５２５１ 

 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 帆足・大石  

〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8 TEL：06-6944-6440 FAX：06-6944-6565 

ザ・ベストバイヤーズ参加申込書 
「東海テレビ事業（６月１８日(月)開催）」 

ホームページからもお申込みいただけます。→ http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/ 



大阪商工会議所主催   セミナー＆商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 のご案内  

数々のヒット商品を生み出すベンチャー企業に販路開拓のチャンス！ 

 
 

大阪商工会議所では、株式会社アイケイの仕入れ担当者を招き、同社と取引を希望する企業を対象に、
セミナー＆商談会「ザ・ベストバイヤーズ」を開催します。自社の販路を拡大したいとお考えの事業
者の皆様は、是非ご参加ください！ 

１．開 催 日 ２０１８年７月１１日（水）午前の部（10:00～13:00）、午後の部（14:00～17:00） 

２．開催場所 大阪商工会議所 ６階 白鳳の間(セミナー)・桜の間(商談会)  

       （大阪市中央区本町橋2-8 地下鉄堺筋線・堺筋本町駅、地下鉄谷町線・谷町4丁目駅より徒歩7分） 

３．プログラム（午前の部、午後の部ともに同じ内容） 

(1)セミナー（３０分） 
「アイケイの紹介と取引条件」…ご担当者より 

(2)時間予約制による商談会（１社２５分） 
 
 
 
４．対象(下記商品取扱いの製造業・卸売業) 

 

 

 

５．定 員 ２０社 

 

６．参 加 費 大阪商工会議所会員１社 8,000円、非会員１社 16,000円  
（１社２名様まで参加可。３名以上でのご参加は別途費用を頂戴します。） 

 

 

 

 

 

 

 

し 

 

 

 

 

 

 
午前の部と午後の部の２部構成で開催。いずれもセミナーを３０分開催し、

引き続き、時間予約制による商談会を行います。 

(1) 食品全般（飲料含む）※お酒類は対象外 

(2) 健康食品・飲料 

★通販、地域限定、ギフト、お土産、 

こだわり商材など大歓迎！ 

 

 

アイケイは、1982 年の創業以来、「美し

く生きる」「健康に生きる」「楽しく生きる」

を軸に、商品の企画、製造、物流を行う「マ

ーケティングメーカー」です。ナチュラル

コスメブランド「SKINFOOD」をはじめ、

食品、健康食品、雑貨、化粧品等のブラン

ドを手掛けています。 

【売上高】15,273 百万円（2017 年 5 月期 連結）  

【HP】https://www.ai-kei.co.jp/ 

参加申込企業様の情報をバイヤー企業に提供し、事前選考を経た上で商談を設定します。なお、商品や取引要件等が

合致しない場合、また、定員を超える申込みをいただいた場合には、ご参加いただけない場合がありますので、予め

ご了承ください。 

【開催 3 週間前迄に】 

お申し込み(ＨＰまた

はＦＡＸ) 

 

 

 

 

 

裏面の注意事項を確認

の上お申し込み下さい。 

【申込と同時に】 

参加費お振込み 

 

 

振込先は裏面を参照。入金確

認後１週間以内に事務局か

ら入金確認メールをお送り

します。メールが届かない場

合は事務局にご連絡下さい。 

 

 

【開催 3 週間前】 

 

 

 

バイヤーによる 

事前選考 

バイヤー企業が貴

社との商談の可否

を決定します。 

【開催 2 週間前】 

事前選考の結果通知(メール) 

 

商談にお進みいただける方：後日、商談

時間をメールにてお知らせします。原

則、参加費のご入金順に商談時間を設定

します。 

商談にお進みいただけない方：事前にお

知らせいただいた口座に参加費を返金

します。 

 ７．申込みから商談までの流れ  

 

当
日
： 

商
談
会
場
へ 

～裏面に続く～ 

 



上記３行と埼玉りそな銀行各本支店のＡＴＭからのお振込は、振込手数料は不要です。 

１０桁のご依頼人番号「９０５７１００００４」と貴社名をご入力ください。 

FAX：０６-６９４４-６５６５  大阪商工会議所 流通･サービス産業部 流通担当 行 

 

 

 

会社名 

（フリガナ） 

 

（大阪商工会議所の会員の方は、会員番号をご記入下さい） ＫＴ/Ｋ                    

住 所 

〒 

 

TEL.                                  FAX. 

ご登録者 
役職名                   

氏名                    

役職名                    

氏名                     

メールアドレス 
 

 

URL http:// 

資本金 万円 従業員数         人 売上高 万円 

業種に☑をお 

付けください 
□製造業 □卸売業 □製造卸売業 □製造小売業 □農林水産業 □その他（        ） 

今回売り込む商

品とその特徴 

商品名：                   

 

 

 

貴社の 

セールスポイント 

今回参加の目的等 
 

返金口座 

銀行名：           支店名：              □当座 ／ □普通 

口座番号：       名義人(カタカナ)：     銀行コード：    支店コード： 
※事前選考により、商談にお進みいただけなかった場合は、振込み済みの参加費を返金させていただきます。返金先

の法人口座をご記入ください。 

大阪商工会議所 

への入会について 

大阪商工会議所へ入会すれば参加費が会員料金になります（大阪市外の企業も加入できます）。 

◆入会をご検討されますか  □検討する（⇒入会申込書をお送りします） □検討しない 
※会費は、法人の場合、加入金３，０００円＋年会費１口１８，０００円から（口数は資本金に応じて変動します）。 

※ご入会のメリット等、詳しくはホームページをご覧ください。⇒ http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/index.php 

【注意事項】 

(1)参加お申込み後、参加費を下記銀行口座にお振込みください。参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。

なお、貴社ご都合によるキャンセルはいたしかねます（参加費の返金もいたしかねます）。代理の方のご参加をお願いします。 

(2)参加確定後、ご参加いただく時間帯（午前の部もしくは午後の部）等を e-mailにてお知らせいたします（※時間帯、商談開始時間については、    

事務局にて設定させていただきます）。なお、セミナー終了後、商談開始時間までお待ちいただくことになりますので、予めご了承ください。 

(3)本所は本事業を通じて商談の場を設定させていただきますが、本事業後の商談については、貴社とバイヤー企業との間でお進めください。 

(4)本事業を契機に発生した取引などに関するトラブル・損害、健康被害などについて、本所は一切の責任を負いません。 

(5)商談をスムーズに行っていただくため、必ずセミナーをご受講ください。 

(6)ご記入頂いた情報は、本所からの各種連絡・情報提供のために利用する他、バイヤー企業、大阪府等には参加企業名簿として提供します。 

＜参加費のお振込先＞ 

①りそな銀行     大阪営業部 （当座） ０８０８７２６    

②三井住友銀行    船場支店  （当座） ０２１０７６４   ＜振込先名義＞大阪商工会議所 

③三菱(東京)UFJ 銀行 瓦町支店    （当座）  ０１０５２５１ 

 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 帆足・大石  

〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8 TEL：06-6944-6440 FAX：06-6944-6565 

ザ・ベストバイヤーズ参加申込書 
「アイケイ（７月１１日(水)開催）」 

ホームページからもお申込みいただけます。→ http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/ 



大阪商工会議所主催   セミナー＆商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 のご案内  

イ ン バ ウ ン ド 需 要 高 ま る ホ テ ル 業 界 に 販 路 開 拓 の チ ャ ン ス ！ 

 
 

大阪商工会議所では、AB ホテル株式会社から新店舗建設等の担当者を招き、同社と取引を希望する
企業を対象に、セミナー＆商談会「ザ・ベストバイヤーズ」を開催します。自社の販路を拡大したい
とお考えの事業者の皆様は、是非ご参加ください！ 

１．開 催 日 ２０１８年７月２７日（金）午前の部（10:00～13:00）、午後の部（14:00～17:00） 

２．開催場所 大阪商工会議所 ６階 白鳳の間(セミナー)・桜の間(商談会) 

       （大阪市中央区本町橋2-8 地下鉄堺筋線・堺筋本町駅、地下鉄谷町線・谷町4丁目駅より徒歩7分） 

３．プログラム（午前の部、午後の部ともに同じ内容） 

(1)セミナー（３０分） 
「ABホテルの紹介と取引条件」…ご担当者より 

(2)時間予約制による商談会（１社２５分） 
 
 
 
４．対象(下記商品・サービスを提供できる企業) 

 

 

 

 

 

５．定 員 ２０社 

６．参 加 費 大阪商工会議所会員１社 8,000円、非会員１社 16,000円  
（１社２名様まで参加可。３名以上でのご参加は別途費用を頂戴します。） 

 

 

 

 

 

 

し 

 

 

 

 

 
午前の部と午後の部の２部構成で開催。いずれもセミナーを３０分開催し、

引き続き、時間予約制による商談会を行います。 

(1) 清掃（ホテル客室清掃、共用部清掃 等） 

★対象地域：全国 

※洗剤、殺菌剤、消臭剤、清掃用具、コーティング等は対象外 

(2) 内装設計 

★同社指定業者と協力してインテリアデザインを監修していただける 

事業者様を希望します。 

(3) 家具 

・ビジネスホテル客室用の机、椅子、ベッド 

・パブリック（朝食会場）のテーブル、椅子、棚など 

★デザインに富み、ローコストであることが望ましいです。 

 

AB ホテルは、「Amenity Bright～快適に

心地よく、明るく輝く～」をコンセプトに、

心休まる快適な空間、サービスの提供を追

求すべく、宿泊特化型シティホテルとし

て、全国に事業を展開しています。 

【売上高】3,510 百万円（2017 年３月期）  

【HP】http://www.ab-hotel.jp/company/  

参加申込企業様の情報をバイヤー企業に提供し、事前選考を経た上で商談を設定します。なお、商品や取引要件等が
合致しない場合、また、定員を超える申込みをいただいた場合には、ご参加いただけない場合がありますので、予め

ご了承ください。 

【開催 3週間前迄に】 

お申し込み(ＨＰまた

はＦＡＸ) 

 

 

 

 

 

裏面の注意事項を確認

の上お申し込み下さい。 

【申込と同時に】 

参加費お振込み 

 

 

振込先は裏面を参照。入金確

認後１週間以内に事務局か

ら入金確認メールをお送り

します。メールが届かない場

合は事務局にご連絡下さい。 

 

 

【開催 3週間前】 

 

 

 

バイヤーによる 

事前選考 

バイヤー企業が貴

社との商談の可否

を決定します。 

【開催 2週間前】 

事前選考の結果通知(メール) 

 

商談にお進みいただける方：後日、商談

時間をメールにてお知らせします。原

則、参加費のご入金順に商談時間を設定

します。 

商談にお進みいただけない方：事前にお

知らせいただいた口座に参加費を返金

します。 

 ７．申込みから商談までの流れ  

 

当
日
： 

商
談
会
場
へ 

～裏面に続く～ 

 



上記３行と埼玉りそな銀行各本支店のＡＴＭからのお振込は、振込手数料は不要です。 

１０桁のご依頼人番号「９０５７１００００４」と貴社名をご入力ください。 

FAX：０６-６９４４-６５６５  大阪商工会議所 流通･サービス産業部 流通担当 行 

 

 

 

会社名 

（フリガナ） 

 

（大阪商工会議所の会員の方は、会員番号をご記入下さい） ＫＴ/Ｋ                    

住 所 

〒 

 

TEL.                                  FAX. 

ご登録者 
役職名                   

氏名                    

役職名                    

氏名                     

メールアドレス 
 

 

URL http:// 

資本金 万円 従業員数         人 売上高 万円 

業種に☑をお 

付けください 
□製造業 □卸売業 □製造卸売業 □製造小売業 □農林水産業 □その他（        ） 

今回売り込む商

品とその特徴 

商品名：                   

 

 

 

貴社の 

セールスポイント 

今回参加の目的等 
 

返金口座 

銀行名：           支店名：              □当座 ／ □普通 

口座番号：       名義人(カタカナ)：     銀行コード：    支店コード： 
※事前選考により、商談にお進みいただけなかった場合は、振込み済みの参加費を返金させていただきます。返金先

の法人口座をご記入ください。 

大阪商工会議所 

への入会について 

大阪商工会議所へ入会すれば参加費が会員料金になります（大阪市外の企業も加入できます）。 

◆入会をご検討されますか  □検討する（⇒入会申込書をお送りします） □検討しない 
※会費は、法人の場合、加入金３，０００円＋年会費１口１８，０００円から（口数は資本金に応じて変動します）。 

※ご入会のメリット等、詳しくはホームページをご覧ください。⇒ http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/index.php 

【注意事項】 

(1)参加お申込み後、参加費を下記銀行口座にお振込みください。参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。

なお、貴社ご都合によるキャンセルはいたしかねます（参加費の返金もいたしかねます）。代理の方のご参加をお願いします。 

(2)参加確定後、ご参加いただく時間帯（午前の部もしくは午後の部）等を e-mailにてお知らせいたします（※時間帯、商談開始時間については、    

事務局にて設定させていただきます）。なお、セミナー終了後、商談開始時間までお待ちいただくことになりますので、予めご了承ください。 

(3)本所は本事業を通じて商談の場を設定させていただきますが、本事業後の商談については、貴社とバイヤー企業との間でお進めください。 

(4)本事業を契機に発生した取引などに関するトラブル・損害、健康被害などについて、本所は一切の責任を負いません。 

(5)商談をスムーズに行っていただくため、必ずセミナーをご受講ください。 

(6)ご記入頂いた情報は、本所からの各種連絡・情報提供のために利用する他、バイヤー企業、大阪府等には参加企業名簿として提供します。 

＜参加費のお振込先＞ 

①りそな銀行     大阪営業部 （当座） ０８０８７２６    

②三井住友銀行    船場支店  （当座） ０２１０７６４   ＜振込先名義＞大阪商工会議所 

③三菱(東京)UFJ 銀行 瓦町支店    （当座）  ０１０５２５１ 

 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 帆足・大石  

〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8 TEL：06-6944-6440 FAX：06-6944-6565 

ザ・ベストバイヤーズ参加申込書 
「ABホテル（７月２７日(金)開催）」 

ホームページからもお申込みいただけます。→ http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/ 


