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平成２５年５月９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」
シーズン２ テレビショッピング編の開催について

【お問合先】大阪商工会議所
流通・サービス産業部（高津・長谷川・松澤）
☎ ０６－６９４４－６４４０

○ 大阪商工会議所は、６月から「セミナー＆商談会『ザ・ベストバイヤーズ』シーズン２
テレビショッピング編」を開催する。
○ 「ザ・ベストバイヤーズ」は、今年４月から新たに開始した事業で、急成長するインタ
ーネット通販、テレビショッピング、大手食品卸売業等から毎回 1 社のバイヤーを招き、
同社と取引を求める中小企業に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。今年度は全部で 15 回の開催を予定している。現
在開催中のシーズン１「インターネット・カタログ通販編」
（４・５月）に引き続き、
６月からのシーズン２では、テレビショッピング業界のバイヤーを招き、全５回で開催
する。
○ 「テレビショッピング編」は以下のスケジュールで開催する。商談会については、シー
ズン２から商談時間を１商談２５分とする（シーズン１は１商談１５分）
。
6 月 14 日（金） (株)ロッピングライフ（テレビ朝日グループ）
6 月 28 日（金） (株)関西テレビハッズ（関西テレビグループ）
7 月 11 日（木） (株)エー.ビー.シー メディアコム（朝日放送グループ）
7 月 25 日（木） (株)日本文化センター
8 月 8 日（木） (株)オークローンマーケティング（ショップジャパン）
○ 本日から、(株)ロッピングライフ編、(株)関西テレビハッズ編の参加企業募集を開始す
る。なお、(株)エー.ビー.シー メディアコム編、(株)日本文化センター編、(株)オークロ
ーンマーケティング編は、5 月 20 日（月）以降に順次募集開始予定。また、既に、シ
ーズン１「インターネット・カタログ通販編」の参加募集は終了した。
○ 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５０００円、そ
れ以外の企業は１社１２，０００円。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。
以 上
※添付資料 資料１ 「ザ・ベストバイヤーズ (株)ロッピングライフ編」案内状
資料２ 「ザ・ベストバイヤーズ (株)関西テレビハッズ編」案内状
資料３ 「ザ・ベストバイヤーズ」開催日程

資料１
大阪商工会議所主催 セミナー＆商談会

テレビ朝日グループの通販会社

「ザ・ベストバイヤーズ」

のご案内

＜テレビショッピング編 １商談 25 分＞

「ザ・ベストバイヤーズ」では、テレビ朝日の通販番組「ゆうゆう散歩いいものさがし」、
「セレクションＸ」や
テレビショッピング総合通販サイト「ロッピング」の運営を行う（株）ロッピングライフとの新規取引を希望す
る企業を募集します。同社への販路開拓を目指す製造業・卸売業の方は是非ご参加ください！

開 催 日
開催場所

２０１３年６月１４日（金）午前の部（10:00～13:00）、午後の部（14:00～17:00）
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 新幹線中央改札口のすぐ北側）

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）
「ロッピングライフの通販事業と取引条件について」
講師：(株)ロッピングライフ ご担当者
（２）時間予約制による商談会（1 社２５分）
商談分野/対象/条件等
（１）商談分野：美容、健康、食品、アパレル、ジュエリー、家電、
リフォーム、生活雑貨など（健康食品は除く）。
(２)対
象：製造業・卸売業など
(３)取扱商品の条件：
①基本は委託条件（一部OEMは買い取り）での仕入れ
②並行輸入品は取扱い不可。
定

員

テレビ朝日系列で放送している
通販番組「ゆうゆう散歩いいも
のさがし」、
「セレクションＸ」
、
通販サイト「ロッピング」で、
アパレル、美容、ジュエリー、
食品、家電、生活雑貨を販売し
ている。
今回は 4 人のバイヤーが参加。
http://ropping.tv-asahi.co.jp

４０社（申込多数の場合は、諸条件を勘案し事務局にて調整）

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、お申込み受付後、事務局よりご連絡いたします。

参 加 費

大阪商工会議所会員１社 5,000 円、一般 1 社 12,000 円 （1 社 2 名様まで参加できます。）

申込方法

以下の注意事項にご了解の上、本事業ホームページ

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

よりお申込みください。

【注意事項】
(1)商談会にご参加頂く場合は、必ずセミナーを受講してください。商談会のみにご参加頂くことはできません。
(2)お申込み頂いた場合でも、バイヤー企業の商談希望商品、取引条件と合わない場合等は、お申込みをお断りさせて頂く場合がございます。
また、定員を超える参加申込があった場合は、諸条件を勘案し、事務局にて調整の上、参加の可否についてお知らせ致します。
(3)参加確定後、参加費の振込口座、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。本メールご受
信後、1 週間以内にご入金ください。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）。
(4)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。
(5)開催日を含む1週間前からのキャンセルについては、参加費が未入金の場合もキャンセル料として参加費相当額を頂戴します。
(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、主催者及び協力企業は、一切責任を負いかねます。

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

資料２
大阪商工会議所主催 セミナー＆商談会

関西テレビグループの通販会社

「ザ・ベストバイヤーズ」

のご案内

＜テレビショッピング編 １商談 25 分＞

「ザ・ベストバイヤーズ」では、関西テレビのテレビショッピング番組「真夜中市場～ハイヒールの眠れない
夜～」「買い物生活ほんでなんぼ？」を制作する（株）関西テレビハッズとの新規取引を希望する企業を募集
しています。同社への販路開拓を目指す製造業・卸売業の方は是非ご参加ください！

開 催 日
開催場所

２０１３年６月２８日（金）午前の部（10:00～13:00）、午後の部（14:00～17:00）
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 新幹線中央改札口のすぐ北側）

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）
「関西テレビハッズ制作の「真夜中市場」「ほんでなんぼ」について」
講師：（株）関西テレビハッズ ご担当者
（２）時間予約制による商談会（1 社２５分）
商談分野/対象/条件等
（１）商談分野：化粧品、ダイエット商品、健康食品、食品、
ファッション雑貨、日用雑貨など
(２)対
象： 製造業・卸売業など
(３)取扱商品の条件：
①販売価格が5,000円以上のもの
②取引にあたって諸条件あり
定

員

関西テレビで金曜日の深夜に
放送している「真夜中市場」や
月曜日から金曜日の朝に放送
している「ほんでなんぼ」とい
う番組を制作。同番組やインタ
ーネット、直営店等で、化粧品
や食品、ファッション雑貨、日
用雑貨などを販売。今回は２人
のバイヤーが参加。
http://ktvolm.jp/company/
index.html

３０社（申込多数の場合は、諸条件を勘案し事務局にて調整）

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、お申込み受付後、事務局よりご連絡いたします。

参 加 費

大阪商工会議所会員１社 5,000 円、一般 1 社 12,000 円 （1 社 2 名様まで参加できます。）

申込方法

以下の注意事項にご了解の上、本事業ホームページ

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

よりお申込みください。

【注意事項】
(1)商談会にご参加頂く場合は、必ずセミナーを受講してください。商談会のみにご参加頂くことはできません。
(2)お申込み頂いた場合でも、バイヤー企業の商談希望商品、取引条件と合わない場合等は、お申込みをお断りさせて頂く場合がございます。
また、定員を超える参加申込があった場合は、諸条件を勘案し、事務局にて調整の上、参加の可否についてお知らせ致します。
(3)参加確定後、参加費の振込口座、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。本メールご受
信後、1 週間以内にご入金ください。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）。
(4)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。
(5)開催日を含む1週間前からのキャンセルについては、参加費が未入金の場合もキャンセル料として参加費相当額を頂戴します。
(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、主催者及び協力企業は、一切責任を負いかねます。

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

資料３
「ザ・ベストバイヤーズ」開催日程
年15回を予定
買い手企業

開 催

【シーズン1】 インターネット・カタログ通販編（全3回）
4月

23日(火)

アマゾンジャパン

10日(金)

ケンコーコム

21日(火)

フェリシモ

5月

【シーズン2】 テレビショッピング編（全5回）
14日(金)

ロッピングライフ

28日(金)

関西テレビハッズ

11日(木)

エー・ビー・シー メディアコム

25日(木)

日本文化センター

6月

7月

8月

8日(木)

オークローンマーケティング

【シーズン3】 大手食品卸売業編（全5回）
9月
11月
12月

9月より
順次開催
伊藤忠食品、加藤産業、国分、三井食品、山星屋
(詳細日程未定）

2014年

1月
【シーズン4】 一般小売業編（全2回）
2014年

2月

2014年2月より
順次開催
大近、東急ハンズ
2014年 (詳細日程未定）
3月
※シーズン３、４は、会社名５０音順で掲載。開催順ではありません。

