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平成 23年 4月 15日 
大阪経済記者クラブ会員各位 
 

～東日本大震災被災地事業者の販路開拓も支援～ 

「第 15回買いまっせ！ 売れ筋商品発掘市」 

売り手企業（来場者）募集開始について 

 
 
【お問合先】大阪商工会議所 

 流通・サービス産業部 流通担当（土居・長谷川・堤） 
☎ ０６－６９４４－６４４０ 

 

○ 大阪商工会議所は 9月16日に、大阪国際会議場で開催する「第 15回買いまっせ！

売れ筋商品発掘市」の売り手企業（来場者）の募集を開始する。 
 

○ 同発掘市は、大手企業の仕入れ担当者が会社ごとにブース参加し、来場する中小

のメーカーや卸売業者等が自社商品を売り込む「逆見本市」形式の商談会。中堅・

中小企業に、大手小売業などとの新規取引のチャンスを提供するため平成 14年

から開催している。過去 14回の延べ来場者数は、6,538社 10,335人。延べ商談

件数は 39,347件にのぼる。 
 

○ 前回は、売り手企業（来場者）が全国 46都道府県から 739社 1315人が参加し、

買い手企業 52社からのバイヤー約 280人との間で、5,557件の商談が行われた。

売り手企業（来場者）は、各道県の大阪事務所などの協力を得て募集しており、

全国各地から地方色豊かな商材・商品が集まる“天下の台所”大阪ならではの商

談会を目指す。 

 

○ 今回、東日本大震災で被災した青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県からの

参加者については、復旧・復興を支援するため、合計 100名（1社 2名まで）ま

でを入場無料とする。 
 

＜開催概要＞ 

【開催日】平成 23年 9月 16日（金）（10～13時、14～17時。13～14時は休憩） 

【会 場】大阪国際会議場 3階イベントホール（大阪市北区中之島 5-3-51） 

【募 集】具体的な商品について商談ができる製造業、卸売業など 

【定 員】申し込み先着 1,200名（事前申し込み制） 

 【入場料】8月 22 日までの申し込み:大商会員 2,000円、非会員 9,000円 

8月 23日以降の申し込み:大商会員 5,000円、非会員 14,000円 
 
 ※添付資料  ・「第 15回買いまっせ！売れ筋商品発掘市」開催概要および 
         売り手企業の募集について 

・売り手企業募集案内 
        ・『買いまっせ！ 売れ筋商品発掘市 商談成約事例集 2011年版』 

 
以 上 



 

 
第 15 回  買いまっせ！ 

 
主催：大阪商工会議所  
協力（予定）：大阪百貨店協会、日本チェーンストア協会関西支部、(社)新日本スーパーマーケット協会、 

(社)大阪外食産業協会、(社)日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会、(社)日本通信販売協会、 
大阪信用金庫、大阪市信用金庫 

 

本商談会では、ブースで待機する、百貨店、スーパー、専門店、ホームセンター、通販、外食チェーン、ホテル等

のバイヤーと販路開拓を望むメーカー・卸売業の皆様が直接商談することができます。1 日で効率的に大手小売業

等と商談できるまたとないチャンスですので、ぜひともご参加下さい。 
 
   
 

 
 
 
 

 

＜売り手企業のメリット＞ 
   

・アポイントが取りにくい企業のバイヤーと直接商談できる！ 

・1日で複数の企業のバイヤーと効率的に商談できる！（1人平均 7社、多い人で 10社以上と商談可能） 

・ブース設営の必要がなく、低コスト（入場料のみ）で商談できる！ 

・バイヤーから貴重なアドバイスを得ることができる！ 
 

◆開 催 日 ： 平成 23 年 9 月 16 日（金）（10～13時、14～17時。13～14時は休憩） 

◆開催会場 ： 大阪国際会議場３階イベントホール（大阪市北区中之島５－３－５１） 

◆募集定員： 中小零細の製造業、卸売業、農林水産業、地域特産品関係団体など 1,200名（先着順） 

買い手企業：百貨店、スーパー、専門店、ホームセンター、通販、生協、外食、ホテルなど約 50社（予定） 

買い手企業は現在募集しており 6月末頃に決定する予定です。 
 
＜ご参考＞前回（第 14回）の買い手企業 

百貨店 
近鉄百貨店、京阪百貨店、山陽百貨店、そごう・西武、大丸松坂屋百貨店、髙島屋、天満屋、 

阪急阪神百貨店、ヤマトヤシキ、香港卓展集団（中国東北部で百貨店３店舗を展開） 

スーパー 

イオンリテール、イズミヤ、イトーヨーカ堂、オークワ、関西スーパーマーケット、近商ストア、 

京阪ザ・ストア、光洋、シェルガーデン、ダイエー、大黒天物産、大近、トーホーストア、ハローズ、 

阪食、ピーコックストア、ベルク、マックスバリュ西日本、マルアイ、マルナカ、万代 

コンビニ ファミリーマート、ローソン 
生 協 大阪いずみ市民生協、 おおさかパルコープ、コープこうべ 
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ コーナン商事、ロイヤルホームセンター 

通 販 ケンコーコム、シャディ、千趣会、総通、JFRオンライン、日本文化センター、フェリシモ 

専門店等 ○総合雑貨：ロフト  ○ベビー・マタニティ用品：赤ちゃん本舗  ○食品宅配 ： ひこばえ  

ホテル 

外 食 
近鉄ホテルシステムズ、大和リゾート、ロイヤルホテル、がんこフードサービス、 

※ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/uresuji/）にて買い手企業の最新情報を更新していきます。  

大手流通業等との取引を希望する中小・零細の 
メーカー、卸売業の方におすすめします！ 

http://www.osaka.cci.or.jp/uresuji/�


売り手企業入場申込要領・入場申込書 

◆申込方法 ： ①本事業ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/uresuji/）からお申込み頂くか入場申込書を 
大阪商工会議所にＦＡＸ（０６－６９４４－６５６５）でお送り下さい。 

          ②入場お申込み後、１週間以内に下記口座に所定の入場料をお振込み下さい。恐縮ですが振込手
数料は貴社にてご負担下さい。ご入金確認後、当方よりご連絡申し上げます。 

(1)りそな銀行 大阪営業部   （当座）８０８７２６ 

(2)三井住友銀行 船場支店   （当座）２１０７６４    名義はいずれも 大阪商工会議所  

(3)三菱東京ＵＦＪ銀行 瓦町支店（当座）１０５２５１    
 
 ◆入 場 料 ： １人様あたりの入場料は下記の通りです。 
 
 
 
 
 
          
 ◆注意事項 

●ご希望の買い手企業が参加しない場合がありますので、予めご了承の上、お申込みください。 
●ご希望の買い手企業との商談を事前に予約することはできません。商談は、各ブースへの先着順となりますので、待ち時間が
発生する場合があります。 

●各ブースでの商談は1社2名様まで、原則15分以内とさせて頂きます。1社あたりの入場申込数は制限しておりません。 
●

●会場内外を問わず、物販行為・調理行為・危険物持込みは禁止いたします。 

入場申込書は、買い手（ブース参加企業）にご提出いただく自社ＰＲ用紙も兼ねております。当日は、必要事項をご記入の上、必要部
数をコピーしてご持参下さい。 

●本催しを契機に発生した取引等に関するトラブル・損害、当日の紛失・破損・健康被害等について、主催者および協力企業・
団体は一切責任を負いかねます。予めご了承の上、お申込み下さい。その他の注意事項につきましては、お申込み受付け後、
別途お送り致します。 

●入場料のお振込み後のキャンセルは返金を致しかねます。代理の方の参加をお願いします。  
 

◆問合せ先： 大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当  
〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8 TEL.06-6944-6440 FAX.06-6944-6565 

 

売り手企業入場申込書 兼 買い手企業へ提出する自社ＰＲ用紙 
申込：大阪商工会議所(０６-６９４４-６５６５)にＦＡＸ。 

会 社 名    
（フリガナ） 

 

大阪商工会議所 
会員の方 （大商会員番号を記入して下さい）  ＫＴ ・ Ｋ 

入場者名 

                        

氏名： 部署･役職： 

氏名： 部署･役職： 

氏名： 部署･役職： 

住  所 
 〒 
 

電話番号  e-mail  

ＦＡＸ番号  ＵＲＬ http:// 

業 種 製造 ・ 卸売 取扱商品  主な 
販売先 
や問屋 

 
売上高 万円 資本金 円 従業員数 人 

今回売り込む商品 商品の性質･内容 その他（販売方法･供給可能量等） 

 
  

入場料 
振込予定 

       円×   人の計       円を   月     日に               銀行              

非会員の方 

支店から振込む。

※お申込み後１週間以内にお振込み下さい。入場料のご入金をもってお申込みが完了いたします。9月上旬に入場証を郵送でお送りします。 

※大阪商工会議所に入会されますと入場料が会員料金となります。 

（○をつけて下さい） 大阪商工会議所に入会を  検討する・検討ない 
ご入会される場合、会費は法人の場合、入会金 3,000円+年会費１口 18,000円からとなります。（口数は資本金に応じて変動します） 

●記入頂いた情報は、大阪商工会議所からのご連絡の為に利用するするとともに買い手企業には来場者名簿として配布するほか、集計・分析を行い、
個人が識別・特定できないように統計資料として加工を行ったうえで、広報資料として行政機関や新聞・雑誌等のマスコミ等に提供することがあります。 

売り手企業の入場料 平成 23年 8月 22日迄にお申込 平成 23年 8月 23日以降にお申込 

大阪商工会議所会員 2,000円 5,000円 

非会員(特定商工業者含) 9,000円 14,000円 

http://www.osaka.cci.or.jp/uresuji/�


                             平成 23 年 4 月 15 日 
 
 
 

「第 15回買いまっせ！ 売れ筋商品発掘市」開催概要 
および売り手企業募集について 

大阪商工会議所 
 

１．趣 旨 

 百貨店、スーパー、専門店など流通業や外食チェーン、ホテルなどが調達側（買い手）と

してブース参加し、全国の中小の製造業、卸売業、産地組合等が売込側（売り手）として来

場する“逆見本市形式の商談会”「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」を開催し、中小企業と

大手流通業等との新規取引・販路開拓、商談のチャンスを提供する。商談分野は、食品・食

材(一次産品含む)、衣料･身の回り品、住雑貨、家具･玩具、地域特産品、消耗品、各種アイ

デア商品等。 
 
２．主 催 

大阪商工会議所 
 
３．協 力（予定） 

大阪百貨店協会、日本チェーンストア協会関西支部、社団法人新日本スーパーマーケット協

会、社団法人大阪外食産業協会、社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会、社団法人日

本通信販売協会、大阪信用金庫、大阪市信用金庫 
 
４．開催日 

平成 23年 9月 16日（金）10時～13時  /  14時～17時 
 
５．開催場所 

   大阪国際会議場 3階イベントホール（大阪市北区中之島 5-3-51） 
 
６．買い手企業（ブース参加） 
   大手の百貨店、スーパー、生協、専門小売店、ホームセンター、通販、ネット通販、外食、

ホテルなど約 50社を予定。 
 
７．売り手企業及びその募集について 

大阪・関西を中心とした大手企業（上記買い手企業）への販路拡大を目指す全国の中小の
製造業、生産者（一次産業含）卸売業、特産品･地場産団体等  先着順 1,200名。 
4月 18日（月）より参加募集開始。 

入場料 
8月 22日までに 

お申込みの場合 
8月 23日以降に 

お申込みの場合 

大阪商工会議所会員 2,000円 5,000円 

非会員 
（特定商工業者含む） 

9,000円 14,000円 

    ※入場料は 1名様あたり 
 

８．東日本大震災の被災県へのサポートについて 
 東日本大震災で、被災した青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県からの参加者につ

いては、復旧・復興支援として合計 100名（1社 2名まで）までを入場無料とする。 
以 上 


	案内状4月版
	(100411)売れ筋開催概要　



