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販路創造都市・大阪プロジェクト 

セミナー＆商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 

「㈱イトーヨーカ堂編」「㈱東急ハンズ編」の開催について 
 

 

 

 

 

 

○ 大阪商工会議所は、セミナー＆商談会「ザ・ベストバイヤーズ」を来年２月１9

日（木）に(株)イトーヨーカ堂、２月 24 日（火）に(株)東急ハンズより、それ

ぞれバイヤーを招いて開催する。本日より、両商談会への参加募集を開始する。 

 

○ 「ザ・ベストバイヤーズ」は、販路開拓・拡大を求める中小企業を対象に平成   

２５年４月から開始した事業で、大手流通業から毎回 1 社のバイヤーを招き、  

取引ルール等に関するセミナーを開催した後、時間予約制でバイヤーとの商談会

を行うもの。本年度は、これまでに１０回を開催し、32 都道府県から 326 社

が参加、満足度調査では、93.3％が「満足・やや満足」と回答している。 

（昨年度は１５回開催し、１５社のバイヤーとの商談会に全国３６都道府県から

４０６社が参加。満足度調査では92.3％が「満足」と回答。） 

 

○ 参加費は１社につき、大阪商工会議所 会員企業が8,000円、それ以外の企業は

16,000円。（２名まで参加可能。３名以上での参加の場合、別途参加費が必要）

なお、東日本大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、

茨城県からの参加者については、特別料金（大阪商工会議所会員価格相当額）を

適用する。 

 

○ 今後の開催スケジュールは以下の通り。 

２月１９日（木）(株)イトーヨーカ堂       ※本日申込受付開始 

２月２４日（火）(株)東急ハンズ         ※本日申込受付開始 

以 上 

 

 

※添付資料 資料１  「ザ・ベストバイヤーズ ㈱イトーヨーカ堂編」案内状 

資料２ 「ザ・ベストバイヤーズ ㈱東急ハンズ編」案内状 

資料３ 「ザ・ベストバイヤーズ」開催日程 

【お問合先】大阪商工会議所 

流通・サービス産業部（長谷川・大石） 

☎ ０６－６９４４－６４４０ 



資料１ 
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 

大手スーパーへの販路開拓のチャンス＜1商談２５分＞  
  

 

大阪商工会議所は、 (株)イトーヨーカ堂のバイヤーを招き、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。自社の販路を拡大する絶好のチャンス

ですので、是非ご参加ください！    
１．開 催 日 2015年 2月 19日（木）午前の部（10:00～13:00）、午後の部（14:00～17:00） 
 

２．開催場所 リージャス新大阪阪急ビル カンファレンスセンター（グロービス大阪） 

      （大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル４階 JR新幹線「新大阪駅」中央改札口すぐ） 
 
 

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） 

「イトーヨーカ堂の事業内容と取引条件等について」 

     ㈱イトーヨーカ堂 ご担当者より 
 

(2)参加各社との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・卸売業の法人企業） 

   (1)食品全般 

     加工食品、日配、惣菜、菓子、酒、飲料等 
    

   (2)住居全般 
     日用品、家庭用品、文具、寝具等 
    

(3)衣料全般 
  婦人衣料、紳士衣料、服飾雑貨等 

 

５．定 員   ３０社（買い手企業の商談希望外の商品、取引要件等と合わない場合、定員を超える申込みがある

場合には、参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。） 
 

６．参 加 費 大阪商工会議所会員１社 8,000円、一般 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。） 
 

７．申込方法  (1)裏面の注意事項にご了解の上、本事業ホームページからお申込みください。 

http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form 
(2)もしくは、裏面の申込書に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にて 

お送りください。 
 
 

 
お問合わせ先 : 大阪商工会議所 流通・サービス産業部 長谷川・大石  

大阪市中央区本町橋 2-8 TEL.06-6944-6440 FAX.06-6944-6565 

 

 
 
 

同社は７＆ｉグループの中核企業で、 

国内 184 店舗（西日本 14 店舗）、 

海外 13 店舗を展開している。 

顧客の立場に立った流通サービスの創造

を目指し、顧客の信頼と期待に応える質

の高い商品・サービスの提供に全力を注

いでいる。そのため、毎日の売場での顧

客とのコミュニケーションとともに、世

界にも類のない先進の情報システムを駆

使して、顧客の「いまの声」を積極的に

取り入れ、新たな取り組みに結びつけて

いる。 

売上高 1 兆 2,806 億円（2014 年 2 月期） 

http://www.itoyokado.co.jp/index.html 

 

 

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。
どちらの部にご参加いただくかは、参加確定後に事務局より
ご連絡いたします。 

http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ザ・ベストバイヤーズ 
「㈱イトーヨーカ堂編（2月 19日開催）」参加申込書 

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 
 

※下記の【注意事項】にご了承の上で参加申込みをして下さい。  

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 
お役職 

氏名 
お役職 
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 □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 
 

貴社の 

セールスポイント 

今回参加の目的等 
 

 

【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。参加費の入金をもって、お申込みが完了いたします。 
(2)参加費の入金確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し、商談を設定させていただきます。ただし、商談希望外の商品、取引要件等と合わな 

い場合や定員を超える申込みがある場合等には、参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。なお、その場合は、ご入金 

いただいた参加費をご返金いたします（ただし、ご入金時にお支払いただいた振込手数料は貴社負担となります）。 
(3)参加の可否については、開催の 2週間前を目途に事務局よりお知らせいたします。 
(4)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。なお、参加費のお振込み後のキャン 

セルは返金をいたしかねます（代理の方のご参加をお願いします）。 
(5)ご参加いただく時間帯、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頂く 

ことになりますので、予めご了承ください。 

(6)本事業は、ご商談の場を設定させていただくことを目的としており、個別に商談案件の仲介・斡旋等は行いません。本事業後のご商談について
は、貴社とバイヤー様との間でお進めください。 

(7)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、主催者は、一切の責任を負いません。 

(8)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。 
(9)ご記入頂いた情報は、弊所からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、バイヤー企業、大阪府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  ＜振込先名義＞大阪商工会議所 
 ②三井住友銀行    船場支店  （当座） ０２１０７６４   
 ③三菱東京 UFJ銀行  瓦町支店  （当座） ０１０５２５１ 
 
      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「９１０７１０００００」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 

１月に入会すると、四半期分の年会費で参加費が 
会員料金になり、お得です！ 

 
入会に関する資料をご希望の方は、以下に☑をお付けください。資料をお送りします。  

          □ 入会を希望する     □ 入会を検討する 

※1月に入会される場合の会費は、法人の場合、入会金3,000円+年会費1口4,500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下さい。⇒http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/index.html 

 

 

 

大阪商工会議所に
まだご入会いただ
いていない皆様へ 
 16,000円／社 → 8,000円／社 

 



資料２ 
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 

日用雑貨やインテリア、食品等幅広い商品を募集！＜１社２５分の個別商談＞ 
  

 
 
大阪商工会議所では、(株)東急ハンズのスタッフを招き、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 2015 年 2月 24日（火）午前の部（10:00～13:00）、午後の部（14:00～17:00） 
 

２．開催場所 リージャス新大阪阪急ビル カンファレンスセンター（グロービス大阪） 

       （大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル４階 JR新幹線「新大阪駅」中央改札口すぐ） 
 
 

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（２０分） 

「東急ハンズの紹介と取引条件」 

    (株)東急ハンズ ご担当者より 
 
(2)参加各社との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)   

(1)生活雑貨 

キッチン、インテリア、バラエティ､ビューティ、文具等  

 

(2)食品（素材ではなく完成品） 
 
５．定 員 ４０社 

買い手企業の商談希望外の商品、取引要件等と合わない場合、定員を超える申込みがある場合には、 

参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。 
 
＜東急ハンズ参加予定スタッフより＞ 

「弊社は、通常、東京本社のバイヤーが全店規模のバイイングを行っています。今回は、地元密着型の商品や小回りのきく 

ユニークな商品を単体ではなく商品群としてお持ちで、関西の各店舗とお取引いただける企業様との商談を希望しています。」 

 

６．参 加 費 大阪商工会議所会員１社 8,000円、一般 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。） 

 

７．申込方法 (1)裏面の注意事項にご了解の上、本事業ホームページからお申込みください。

http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/  
 
       (2)もしくは、裏面の申込書に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にて 

お送りください。 
 

 

お問合わせ先 : 大阪商工会議所 流通・サービス産業部 高津・長谷川  
大阪市中央区本町橋 2-8 TEL.06-6944-6440 FAX.06-6944-6565 

 
 

 
 

 

住まいと住生活・手づくり関連の製

品・道具・工具・素材・部品の総合専

門小売業。 

すべての商品を顧客の生活を豊かに

するための「素材」と考え、顧客の 

要望に応えるために豊富な「素材」を

蓄えている。これら豊富な素材こそが

「ハンズの商品力」となっており、 

ハンズならではのモノやアイデアを

発見するよろこびを顧客に提供して

いる。 

売上高は 842 億円（2014 年 3 月） 

http://www.tokyu-hands.co.jp/ 

 
 

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
20分開催し、引き続き、時間予約制による商談会を行います。
どちらの部にご参加いただくかは、参加確定後に事務局より
ご連絡いたします。 

 

 

http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/


１月に入会すると、四半期分の年会費で参加費が 
会員料金になり、お得です！ 

 
入会に関する資料をご希望の方は、以下に☑をお付けください。資料をお送りします。  

          □ 入会を希望する     □ 入会を検討する 

※1月に入会される場合の会費は、法人の場合、入会金3,000円+年会費1口4,500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下さい。⇒http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/index.html 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ザ・ベストバイヤーズ 
「㈱東急ハンズ編（2月 24日開催）」参加申込書 

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 
 

※下記の注意事項にご了承の上で参加申込みをして下さい。  

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 
お役職 

氏名 
お役職 
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 
 

貴社の 

セールスポイント 

今回参加の目的等 
 

 

【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。参加費の入金をもって、お申込みが完了いたします。 
(2)参加費の入金確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し、商談を設定させていただきます。ただし、商談希望外の商品、取引要件等と合わな 

い場合や定員を超える申込みがある場合等には、参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。なお、その場合は、ご入金 
いただいた参加費をご返金いたします（ただし、ご入金時にお支払いただいた振込手数料は貴社負担となります）。 

(3)参加の可否については、開催の 2週間前を目途に事務局よりお知らせいたします。 

(4)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。なお、参加費のお振込み後のキャン 
セルは返金をいたしかねます（代理の方のご参加をお願いします）。 

(5)ご参加いただく時間帯、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頂く 

ことになりますので、予めご了承ください。 
(6)本事業は、ご商談の場を設定させていただくことを目的としており、個別に商談案件の仲介・斡旋等は行いません。本事業後のご商談については、

貴社とバイヤー様との間でお進めください。 

(7)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、主催者は、一切の責任を負いません。 
(8)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。 
(9)ご記入頂いた情報は、弊所からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、バイヤー企業、大阪府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  ＜振込先名義＞大阪商工会議所 
 ②三井住友銀行    船場支店  （当座） ０２１０７６４   
 ③三菱東京 UFJ銀行  瓦町支店  （当座） ０１０５２５１ 
 
      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「９１０７１０００００」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 

大阪商工会議所に
まだご入会いただ
いていない皆様へ 
 



NO. 回数 会社名

1 4月 23日(火) 1回 アマゾンジャパン㈱

2 10日(金) 2回 ケンコーコム㈱

3 21日(火) 3回 ㈱フェリシモ　

4 14日(金) 4回 ㈱ロッピングライフ　

5 28日(金) 5回 ㈱関西テレビハッズ　

6 11日(木) 6回 ㈱エー・ビー・シー メディアコム　

7 25日(木) 7回 ㈱日本文化センター　

8 8月 　8日(木) 8回 ㈱オークローンマーケティング

9 9月 18日（水） 9回 国分㈱

10 10月 24日（木） 10回 三井食品㈱

11 11月 15日（金） 11回 伊藤忠食品㈱

12 12月 19日（木） 12回 加藤産業㈱

13 1月 24日（金） 13回 ㈱山星屋

14 2月 21日（金） 14回 ㈱東急ハンズ

15 3月 7日（金） 15回 ㈱大近

NO. 回数 会社名

1 4月 9日（水） 16回 ㈱モノタロウ

2 16日(金） 17回 ㈱いかりスーパーマーケット

3 23日（金） 18回 ㈱世界文化社

4 6月 13日（金） 19回 ㈱ライトアップショッピングクラブ

5 7月 25日（金） 20回 ロイヤルホームセンター㈱

6 8月 8日（金） 21回 ㈱平和堂

7 9月 26日（金） 22回 ㈱近商ストア

8 2日（木） 23回 ㈱ドン・キホーテ

9 17日（金） 24回 伊藤忠食品㈱

10 21日（火） 25回 三菱食品㈱

11 19日（木） 26回 ㈱イトーヨーカ堂　(申込受付開始）

12 24日（火） 27回 ㈱東急ハンズ　(申込受付開始）

資料３

「ザ・ベストバイヤーズ」開催日程

5月

２０１４年度

開催日

開催日

２０１３年度

5月

6月

7月

10月

2月
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