
記者配布資料 

令和２年７月２０日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

毎日が商談会「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」 
（ダスキン・アズナス・ＪＲ西日本デイリーサービスネット・近鉄百貨店編） の開催について 
～１０月～１１月は販路開拓月間！新型コロナウイルスに打ち勝つ中小企業の販路開拓を応援！～ 

○ 大阪商工会議所（所管：流通活性化委員会＝委員長：山本博史・㈱小倉屋山本社長）は、

１０月～１１月を「毎日が商談会！販路開拓強化月間」とし、商談会「買いまっせ！売れ筋

商品発掘市」をほぼ毎日開催することで、新型コロナウイルス感染拡大で苦境に立たされて

いる中小企業の販路開拓を強力に支援する。

○ 本日からは、①㈱ダスキン（１０月１３日（火））、②㈱アズナス（１０月２１日（水））、

③㈱ＪＲ西日本デイリーサービスネット（１０月２３日（金））、④㈱近鉄百貨店（１０月

２６日(月)）の４社と商談を希望する企業の募集を開始する。 

○ ㈱ダスキンは、掃除関連商品のレンタル事業のほか、一般家庭向けの通販カタログを発刊し

ており、同カタログで取り扱える特長のある日用雑貨や食品を求めている。㈱アズナスは、

阪急阪神沿線に駅コンビニ・売店を展開しており、食品全般を募集する。㈱ＪＲ西日本デイ

リーサービスネットは、ＪＲ西日本管内の各駅にて土産店を展開。今回は土産として販売で

きる菓子類、調味料、レトルト食品等の食料品全般の仕入れを希望する。㈱近鉄百貨店はあ

べのハルカス近鉄本店を旗艦店とする百貨店で、食料品、食品催事、婦人見回品、子供・教

養用品・家庭用品を募集する。４社とも、新型コロナウイルス関連商材（衛生商品、災害対

策用商品、自宅で楽しめる食品等）も併せて募集する。

○ 他の大手流通企業とも商談会の開催を調整しており、１０月～１１月で、２０回以上の商談

会を開催する見込み。今後開催内容が固まり次第、順次発表し売り手企業を募集していく。 

○ なお、商談会運営については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から「３密」を回避
するため、買い手の大手流通企業ごとに日程を分散した時間予約制での商談会とする。

○ 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（税込

み）、それ以外の企業は１社１６，０００円（税込み）。

○ 現在下記の１０社が売り手企業の申込みを受け付けている。

①９月２４日（木） ㈱仁科百貨店 ②９月２９日（火） ㈱丸善ジュンク堂書店

③１０月８日（木） 大西衣料㈱ ④１０月９日（金） ㈱近商ストア

⑤１０月１３日（火）㈱ダスキン ⑥１０月１６日（金）㈱フェリシモ

⑦１０月２０日（火）コーナン商事㈱ ⑧１０月２１日（水）㈱アズナス

⑨１０月２３日（金）㈱ＪＲ西日本デイリーサービスネット

⑩１０月２６日（月）㈱近鉄百貨店 （①～④⑥⑦は発表済、売り手企業募集中）

以 上 
【添付資料】「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」（ダスキン・アズナス・ＪＲ西日本デイリー 

サービスネット・近鉄百貨店編） 案内状

【お問合先】大阪商工会議所 
流通・サービス産業部（小西・湯谷） 

電話：０６－６９４４－６４４０ 

携帯：０９０－５１５１－８００４（７／２０限り） 



   

大阪商工会議所主催 今年は年中開催！「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」 vol.7 のご案内 

お 掃 除 関 連 商 品 の レ ン タ ル サ ー ビ ス 業 へ の 販 路 開 拓 の チ ャ ン ス ！ 

 

 

大阪商工会議所では、フロアモップや玄関マットなどのお掃除関連商品のレンタル事業を主軸に展開
する、株式会社ダスキン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、商談会「買
いまっせ！売れ筋商品発掘市」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１０月１３日（火）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 会議室（大阪市中央区本町橋2-8） 

  

３．プログラム 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。時間予約制による商談会を行います。 

 

【開催３週間前迄に】 

お申込み(ＨＰ・ＦＡＸ) 

 

 

 

 

 
http://www.osaka.cci.
or.jp/tbb/ 
裏面の注意事項を確認
の上お申込み下さい。 

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
キャンセルはできません（ご欠席の場
合でも、参加費全額をご請求いたしま

す）。代理の方の参加をお願いします。 

 

【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～ 

 

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。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、開催を延期または中止させていただく場合がございます。予めご了承ください。 

商談会の開催あたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため各種ガイドラインに沿った運営を行います 

今年度の「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」は、「３密」回避のため日程を分散し、バイヤー企業ごとに時間予約制で行います。 
事前にバイヤー企業が申込み企業との商談可否を決定し、商談時間も事前にお知らせいたします。 

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 

弊社はフロアモップや玄関マットなどお掃除関連商
品のレンタル事業を主軸に展開しております。モッ
プやマットのレンタル顧客である一般家庭向けに年
2 回、雑貨と食品を中心にした「暮らしのラブレタ
ー」という通販カタログを発刊しております。その
カタログで取り扱える様々な雑貨や食品等を探して
おります。「暮らしのラブレター」は、弊社のＰＢ
商品では提供しきれない商品領域の提供を通して、
お客様とダスキンとの関係強化を補完するコミュニ
ケーションツール（訪問販売カタログ）という位置
付けで年 2 回（1 回約 100 万部）発刊しています。
また Webサイトでも掲載。 
【HP】https://www.duskin.co.jp/ 

https://www.duskin.jp/item/kuralove/ 

■商品価格帯：仕入価格 数百円～10万円未満を
想定しています。 
■商品ロット数：ケース単位 
※希望商品サイズ：DUSKINロゴ入り外装段ボール
に入るサイズ(50×38×40cm) サイズの大きい商
品は応相談。 
 

◎一般の小売ルート（GMS、HC 等）にあまり流れていない、特長のある日用雑貨や食品 
★食品は、常温保存品で、賞味期限 1年以上あるもの限定。 
★全ての提案商品に関して、安定供給できるもの。 
★ロット等の数量の買取りはしません。 
★提案企業様の流通在庫からのケース単位での仕入のみ。 
★直接取引は不可。弊社帳合先のご紹介になります。 
★メインターゲットは 50代以上の主婦層 
※弊社取り扱い領域の商品（弊社 HP のご家庭用サービス・商品及び、その他
のサービス内のサービス・商品）特に化粧品、健康食品は不可です。 

◆コロナ関連商材のニーズ有 
 衛生用品（マスク・除菌用ウエットティッシュ）、レトルト食品、災害対策用商品 

■要専門商社（※弊社指定の帳合先経由） 
■必要検査等（※弊社指定の仕様書の提出。及び様々なバックデータの提出。） 

 

https://www.duskin.co.jp/


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 

 

 

 

 

本商談会を知った

きっかけについて 

複数回答可。以下に☑ をお付けください。 

□ダイレクトメールでの案内 □メールでの案内 □ＦＡＸでの案内 □ＨＰ・ＳＮＳでの案内 

□関係先からの紹介（具体的に⇒                    例）○○銀行 ） 

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、請求書に記載の支払期限日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できません（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、商談開始時刻が前後することがございますので、予約時間の 30分前には会場にお越しください。 

(5)本会議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、本会議所は一切の責任を負いません。 
(7)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、本会議所からの各種連絡・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。 

 【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 

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

買いまっせ！売れ筋商品発掘市 参加申込書 
「㈱ダスキン（２０２０年１０月１３日(火)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 今年は年中開催！「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」 vol.8 のご案内 

阪急阪神沿線を中心に 100 店舗展開する駅ナカ・駅チカ売店への販路開拓のチャンス！ 

 

 

大阪商工会議所では、阪急阪神沿線を中心に 100 店舗展開する駅コンビニ・駅売店、       
株式会社アズナス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、商談会「買いまっ
せ！売れ筋商品発掘市」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１０月２１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 会議室（大阪市中央区本町橋2-8） 

  

３．プログラム 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。時間予約制による商談会を行います。 

◎食品全般（業務用除く） 
★食品：菓子、加工食品、各種グロッサリー、パン、デザート、日配食品の

コンシューマー向け製品（業務用除く） 

※雑貨、非食品、業務用食材は対象外（新型コロナ関連商材は除く） 

◆コロナ関連商材のニーズ有 

（マスク関連、アルコール消毒液関連、除菌グッズ） 

■要専門商社（商品・場合に応じて必要） 

■要 PL保険 

 

【開催３週間前迄に】 

お申込み(ＨＰ・ＦＡＸ) 

 

 

 

 

 
http://www.osaka.cci.
or.jp/tbb/ 
裏面の注意事項を確認
の上お申込み下さい。 

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
キャンセルはできません（ご欠席の場
合でも、参加費全額をご請求いたしま

す）。代理の方の参加をお願いします。 

 

【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～ 

 

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。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、開催を延期または中止させていただく場合がございます。予めご了承ください。 

商談会の開催あたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため各種ガイドラインに沿った運営を行います 

今年度の「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」は、「３密」回避のため日程を分散し、バイヤー企業ごとに時間予約制で行います。 
事前にバイヤー企業が申込み企業との商談可否を決定し、商談時間も事前にお知らせいたします。 

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 

【代表者】代表取締役社長 佐桑 勇 

【本社事務所】〒531-0072 

大阪市北区豊崎 5 丁目 6 番 10 号 商業ビル 2 階 

【会社設立】2019 年 4 月 18 日 

【資本金】10,000,000 円 

【株主】エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社（100％）  

【事業内容】阪急阪神沿線「駅コンビニ」・「駅売店」事業  

【店舗数】100 店舗 

【コンセプト】大手 CVS とは違った選りすぐり商品

を取りそろえた阪急阪神沿線で展開するアズナス店舗

を経営している企業です。 

【HP】https://www.asnas.net/ 
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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 

 

 

 

 

本商談会を知った

きっかけについて 

複数回答可。以下に☑ をお付けください。 

□ダイレクトメールでの案内 □メールでの案内 □ＦＡＸでの案内 □ＨＰ・ＳＮＳでの案内 

□関係先からの紹介（具体的に⇒                    例）○○銀行 ） 

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、請求書に記載の支払期限日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できません（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、商談開始時刻が前後することがございますので、予約時間の 30分前には会場にお越しください。 

(5)本会議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、本会議所は一切の責任を負いません。 
(7)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、本会議所からの各種連絡・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。 

 【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 

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

買いまっせ！売れ筋商品発掘市 参加申込書 
「㈱アズナス（２０２０年１０月２１日(水)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 今年は年中開催！「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」 vol.9 のご案内 

JR 西日本の駅売店『アントレマルシェ』・『おみやげ街道』への販路開拓のチャンス！ 
 

 

 

 

 

大阪商工会議所では、JR 西日本管内（近畿エリア）の駅にて約 370 店舗展開する、株式会社ジェ
イアール西日本デイリーサービスネット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、商談会「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」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１０月２３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 会議室（大阪市中央区本町橋2-8） 

  

３．プログラム 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 ３０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。時間予約制による商談会を行います。 

◎和・洋菓子などの菓子類、お漬物、佃煮、調味料、珍味、 
麺類、レトルト食品、その他食料品全般（※雑貨類全般は対象外） 

★右記の近畿圏の駅店舗にて、“土産”や、“手土産”として販売できる、地
元らしさのある商品（地域に本店や本拠地がある、開発ストーリーやこだ
わりの素材がある等）。 

★量販店・スーパーなど一般流通店舗で幅広く販売している商品は不可。 
★JANコードを有する商品。 
◆コロナ関連商材のニーズ有（「自宅で」「自分で」楽しめる菓子・食品類。お日

持ちの短い商品、冷蔵冷凍など持ち歩き時間が短い商品もぜひご提案ください。） 

■商品価格帯は、～2,000円程度。 

 

 

 

【開催３週間前迄に】 

お申込み(ＨＰ・ＦＡＸ) 

 

 

 

 

 
http://www.osaka.cci.
or.jp/tbb/ 
裏面の注意事項を確認
の上お申込み下さい。 

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
キャンセルはできません（ご欠席の場
合でも、参加費全額をご請求いたしま

す）。代理の方の参加をお願いします。 

 

【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～ 

 

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。 

 

 

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、開催を延期または中止させていただく場合がございます。予めご了承ください。 

商談会の開催あたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため各種ガイドラインに沿った運営を行います 

今年度の「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」は、「３密」回避のため日程を分散し、バイヤー企業ごとに時間予約制で行います。 
事前にバイヤー企業が申込み企業との商談可否を決定し、商談時間も事前にお知らせいたします。 

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 

■必要検査・証明・保険 
商品の内容（効果・性能・賞味期限設定）について、裏付
けとなる合理的な根拠（検査証・成分表等）が必要です。 
■注意事項・特記事項 
①当社指定の納品・返品方法で対応できること。 
②店頭での販売方法は当社指定によるものとする。 
③取引開始時（3ヶ月間）はテスト期間とし、実績をもっ

て本契約の可否を判断するものとする。 
④配送に関しては当社指定の配送委託会社を通して納品
すること。 

する商品の発掘に参りました。当社の土産店は『ア
ントレマルシェ』・『おみやげ街道』の 2 つのブラ

ンドで、新大阪・京都・新神戸・姫路の幹線駅や大
阪・三ノ宮・天王寺等のターミナル駅を中心に関西
を網羅した 13 店舗を展開しております。商品によ

っては当社別部門で運営をしております催事、委任
店、臨時売店での出店もご紹介いたします。ぜひご
提案をお待ちしております。 

http://www.dailyservice.co.jp/ 

当社は JR 西日本管内（近畿エ

リア）の各駅にて、土産店、

コンビニエンスストアなど物

販店舗を出店しております。 

今回は当社土産店にて展開 
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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 

 

 

 

 

本商談会を知った

きっかけについて 

複数回答可。以下に☑ をお付けください。 

□ダイレクトメールでの案内 □メールでの案内 □ＦＡＸでの案内 □ＨＰ・ＳＮＳでの案内 

□関係先からの紹介（具体的に⇒                    例）○○銀行 ） 

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、請求書に記載の支払期限日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できません（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、商談開始時刻が前後することがございますので、予約時間の 30分前には会場にお越しください。 

(5)本会議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、本会議所は一切の責任を負いません。 
(7)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、本会議所からの各種連絡・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。 

 【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 

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

買いまっせ！売れ筋商品発掘市 参加申込書 
「㈱JR西日本デイリーサービスネット（２０２０年１０月２３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。 



   

大阪商工会議所主催 今年は年中開催！「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」 vol.10 のご案内 

「あべのハルカス近鉄本店」を旗艦店とする百貨店への販路開拓のチャンス！ 

 

 

大阪商工会議所では、「あべのハルカス近鉄本店」を旗艦店として事業を拡大している百貨店、      
株式会社近鉄百貨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、商談会「買いま
っせ！売れ筋商品発掘市」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１０月２６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 会議室（大阪市中央区本町橋2-8） 

  

３．プログラム 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 ６０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。時間予約制による商談会を行います。 

◎食料品、食品催事、婦人身回品、子供/教養用品、家庭用品 
★食料品全般、食品催事、婦人身回品、子供・教養用品、家庭用品 

※化粧品、食料品（野菜、鮮魚、精肉）、紳士服関連は対象外 

◆コロナ関連商材のニーズ有（衛生商品など） 

■要専門商社 ■要 PL保険 ■弊社「品質管理確認表」※取引決定後必要 

・商品の内容（効果、機能等）について裏づけとなる合理的な根拠の提出 

・弊社の仕入れ方針にご理解いただけること 

・その他社内の規定による 

 

【開催３週間前迄に】 

お申込み(ＨＰ・ＦＡＸ) 

 

 

 

 

 
http://www.osaka.cci.
or.jp/tbb/ 
裏面の注意事項を確認
の上お申込み下さい。 

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
キャンセルはできません（ご欠席の場
合でも、参加費全額をご請求いたしま

す）。代理の方の参加をお願いします。 

 

【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～ 

 

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。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、開催を延期または中止させていただく場合がございます。予めご了承ください。 

商談会の開催あたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため各種ガイドラインに沿った運営を行います 

今年度の「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」は、「３密」回避のため日程を分散し、バイヤー企業ごとに時間予約制で行います。 
事前にバイヤー企業が申込み企業との商談可否を決定し、商談時間も事前にお知らせいたします。 

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 

営業面積 10 万㎡を有する「あべのハ

ルカス近鉄本店」を旗艦店として、 

「共創型マルチディベロッパーへの変

革」に向けて、ＦＣ事業の推進、越 

境ＥＣ事業、地域商社事業など積極的

な事業拡大をしております。 

【HP】http://www.d-kintetsu.co.jp/  
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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 

 

 

 

 

本商談会を知った

きっかけについて 

複数回答可。以下に☑ をお付けください。 

□ダイレクトメールでの案内 □メールでの案内 □ＦＡＸでの案内 □ＨＰ・ＳＮＳでの案内 

□関係先からの紹介（具体的に⇒                    例）○○銀行 ） 

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、請求書に記載の支払期限日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できません（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、商談開始時刻が前後することがございますので、予約時間の 30分前には会場にお越しください。 

(5)本会議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、本会議所は一切の責任を負いません。 
(7)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、本会議所からの各種連絡・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。 

 【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 

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

買いまっせ！売れ筋商品発掘市 参加申込書 
「㈱近鉄百貨店（２０２０年１０月２６日(月)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。 


