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令和２年３月１８日 

 

大阪経済記者クラブ会員各位 

 
セミナー＆商談会 ザ・ベストバイヤーズ 

「丸善ジュンク堂書店、大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ」の開催について 
 

 

 

 

 

 

 

○大阪商工会議所は、６月４日（木）に㈱丸善ジュンク堂書店、６月１９日（金）に大江戸温泉

物語ホテルズ＆リゾーツ㈱を招き「ザ・ベストバイヤーズ」を開催する。本日より、商談希

望企業の募集を開始する。 

 

 

○㈱丸善ジュンク堂書店は、書籍・文具に加え、一部店舗で食品等も取り扱う大手書店チェーン

を全国に約８０店舗以上展開している。大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ㈱は、全国で温

泉旅館・ホテル・温浴関連・テーマパーク等38 施設を運営している。今回は、書籍・文具・

雑貨・食品・食材飲材・備消耗品の仕入れを希望している。 

 

 

○「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７４回開催、全国から２１３１社（のべ数）の中小製造業・卸売業が参加。 

 

 

○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（税込み）、

それ以外の企業は 1 社16,000 円（税込み）。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）を適用する。 

 

 

【添付資料】 資料 1 ザ・ベストバイヤーズ ㈱丸善ジュンク堂書店 案内状 

 資料２ ザ・ベストバイヤーズ 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ㈱ 案内状 

 

 

以 上 

 
【お問合先】大阪商工会議所 

流通・サービス産業部（帆足・湯谷） 

☎  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  

全 国 に 約 ８ ０ 店 舗 以 上 展 開 し て い る 大 手 書 店 へ の 販 路 開 拓 の チ ャ ン ス ！ 

 
 

大阪商工会議所では、書籍・文具に加え、一部店舗で食品等も取り扱う大手書店チェーン、     
株式会社丸善ジュンク堂書店から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 ２０２０年６月４日（木）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 地下１階 １号会議室 

       （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） 
「丸善ジュンク堂書店の紹介と取引条件」…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。） 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

◎書籍・文具・雑貨・食品（※対象外あり） 

★書籍、文具、実用雑貨、パーソナル家電 など 

★食品（常温保存可能なもののみ 一部扱い不可店舗あり） 

※生鮮食品（野菜・肉・魚）は対象外 

 

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。 

【開催後】 

参加費お支払いお願い 
 
請求書は、法人/個人事業主を対象に

決済サービスを提供している株式会社
ネットプロテクションズから開催後、原
則５営業日以内に送付します。詳細は

裏面の注意事項を参照ください。 
選考結果通知後の貴社ご都合による
キャンセルはいたしかねます（ご欠席の

場合でも、参加費の全額をご請求いた
します）。 

 

【開催 1 週間前～】 

参加証送付 

FAX かメールにて 

お送りします。 

 

【当日】 

商談会場へ 

参加証をご持参ください。 

【開催３～１週間前】 

事前選考の結果通知(メール) 

 

バイヤー企業が貴社との商談の可否を決定し

ます。 
お申し込み後、２週間を過ぎても事務局から連絡が
ない場合はご連絡ください（TEL：06-6944-6440）。 

 

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、お申込み順に商談時
間を設定します。 

 ７．申込みから商談までの流れ  

 

～裏面に続く～ 

書籍、文具を主とした全国チェーンの

書店、文具店です。愚直なまでに本と

文具の品揃えにこだわり、「図書館よ

りも図書館らしい」店づくりで、お客

様のニーズにお応えします。 

【HP】http://www.junkudo.co.jp/ 

とと のの 商商 談談 会会 をを 開開 催催 ！！  

 

 

商談会開催後、請求書を送付し
ます。 

 



F A X：０６ -６９４４ -６５６５   大阪商工会議所  流通 ･サービス産業部  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. 

ご参加者 
部署・役職                 

氏名                    

部署・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（        ） 

専門商社との 

お取引 
□ある  □今後取引を予定  □ない 

今回売り込む商

品とその特長 

商品名：                   

 

 

 

貴社の 

セールスポイント 

今回参加の目的等 
 

大阪商工会議所 

への入会について 

大阪商工会議所にまだご入会いただいていない場合、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！（大阪市外にご所在の方も加入いただけます） 
◆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  □入会しない 
※ご入会される場合の会費は、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/ 

【注意事項】 

(1)参加お申込み後、貴社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。 

(2)参加費は、バイヤー企業による選考後、商談にお進みいただけることになった企業に対して、掛払い形式でご請求いたします。 

請求書は、法人/個人事業主を対象に決済サービスを提供している株式会社ネットプロテクションズから開催後、原則として５営業日以内に送付い

たします。請求書に記載されている銀行口座または、コンビニの払込票でお支払いください（月額最大 300万円までお取引可能）。銀行振込の際の

振込手数料は貴社にてご負担ください。お支払いは、開催月の翌月までにお願いします。 

※同社に決済サービスの範囲内で個人情報を提供し、代金債権を譲渡します。 

※他の方法でのお支払いをお願いする場合もございます。 

(3)選考結果通知後の貴社ご都合によるキャンセルはいたしかねます（ご欠席の場合でも、参加費の全額をご請求いたします）。代理の方のご参加をお

願いします。 

(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（※時間帯、商談開始時刻については、    

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、商談開始時刻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。 

(5)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。 

(6)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。 

(7)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。 

(8)本事業は大阪府の補助金を受けて実施しています。ご記入いただいた情報は、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。 

 【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 帆足・湯谷  

〒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 
「㈱丸善ジュンク堂書店（２０２０年６月４日(木)開催）」 

事前に注意事項の内容を承諾の上、標記商談会に申込みます。 



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  

全国で温泉・温浴施設を展開する日本初の温泉テーマパークへの販路開拓のチャンス！ 

 
 

大阪商工会議所では、全国で温泉旅館・ホテル・温浴関連施設の経営・活性化事業を展開している、
大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社から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 ２０２０年６月１９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・桜の間 

       （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） 
「大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツの紹介と取引条件」…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。） 

 

 

 

 

 

 

 

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 レストランバイキングの食材・飲材 

② 厨房・レストラン・客室の消耗品 

★食材は単価 1,000円/kg目安 

★備品は上限 50,000円程度（おしぼり、割りばし、アメニティ等） 

◆要専門商社 

※ホテル設備関連は対象外 

 

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。 

【開催後】 

参加費お支払いお願い 
 
請求書は、法人/個人事業主を対象に

決済サービスを提供している株式会社
ネットプロテクションズから開催後、原
則５営業日以内に送付します。詳細は

裏面の注意事項を参照ください。 
選考結果通知後の貴社ご都合による
キャンセルはいたしかねます（ご欠席の

場合でも、参加費の全額をご請求いた
します）。 

 

【開催 1 週間前～】 

参加証送付 

FAX かメールにて 

お送りします。 

 

【当日】 

商談会場へ 

参加証をご持参ください。 

【開催３～１週間前】 

事前選考の結果通知(メール) 

 

バイヤー企業が貴社との商談の可否を決定し

ます。 
お申し込み後、２週間を過ぎても事務局から連絡が
ない場合はご連絡ください（TEL：06-6944-6440）。 

 

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、お申込み順に商談時
間を設定します。 

 ７．申込みから商談までの流れ  

 

～裏面に続く～ 

全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、

テーマパークの運営事業を展開。 

江戸の下町の賑わいをモチーフにした

大規模日帰り温泉「東京 お台場大江

戸温泉物語」をはじめ全 38 施設

（2019 年 5 月末現在）を運営。 

自慢のコストパフォーマンスで、お客

様に「温泉に入られた時の抜群の快適

さ・居心地の良さ」を提供しています。 

【HP】http://www.ooedoonsen.jp/ 

とと のの 商商 談談 会会 をを 開開 催催 ！！  

 

商談会開催後、請求書を送付し
ます。 

 



F A X：０６ -６９４４ -６５６５   大阪商工会議所  流通 ･サービス産業部  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. 

ご参加者 
部署・役職                 

氏名                    

部署・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（        ） 

専門商社との 

お取引 
□ある  □今後取引を予定  □ない 

今回売り込む商

品とその特長 

商品名：                   

 

 

 

貴社の 

セールスポイント 

今回参加の目的等 
 

大阪商工会議所 

への入会について 

大阪商工会議所にまだご入会いただいていない場合、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！（大阪市外にご所在の方も加入いただけます） 
◆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  □入会しない 
※ご入会される場合の会費は、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/ 

【注意事項】 

(1)参加お申込み後、貴社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。 

(2)参加費は、バイヤー企業による選考後、商談にお進みいただけることになった企業に対して、掛払い形式でご請求いたします。 

請求書は、法人/個人事業主を対象に決済サービスを提供している株式会社ネットプロテクションズから開催後、原則として５営業日以内に送付い

たします。請求書に記載されている銀行口座または、コンビニの払込票でお支払いください（月額最大 300万円までお取引可能）。銀行振込の際の

振込手数料は貴社にてご負担ください。お支払いは、開催月の翌月までにお願いします。 

※同社に決済サービスの範囲内で個人情報を提供し、代金債権を譲渡します。 

※他の方法でのお支払いをお願いする場合もございます。 

(3)選考結果通知後の貴社ご都合によるキャンセルはいたしかねます（ご欠席の場合でも、参加費の全額をご請求いたします）。代理の方のご参加をお

願いします。 

(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（※時間帯、商談開始時刻については、    

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、商談開始時刻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。 

(5)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。 

(6)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。 

(7)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。 

(8)本事業は大阪府の補助金を受けて実施しています。ご記入いただいた情報は、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。 

 【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 帆足・湯谷  

〒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 
「大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ㈱（２０２０年６月１９日(金)開催）」 

事前に注意事項の内容を承諾の上、標記商談会に申込みます。 

 


