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記者配布資料                         平成２８年３月２３日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

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」「ザ･ライセンスフェア」 

の今後の開催について 
～外国人観光客に向けた商品広く募集する「インバウンド・シリーズ」、アニメ等の「キャラクター」の

ライセンス利用を希望する企業を対象とした「キャラクター・シリーズ」を開催～ 
 

 

 

 

 

○ 大阪商工会議所は、販路開拓･拡大を求める中小企業を対象に、セミナー＆商談会   

「ザ･ベストバイヤーズ」「ザ･ライセンスフェア」を４月以降、順次開催する。 

○ 「ザ･ベストバイヤーズ」は、大手流通業からバイヤーを招き、取引ルール等に関する  

セミナーを開催した後、時間予約制の商談会を行う事業。「ザ･ライセンスフェア」は、  

有名キャラクター等のライセンスを保有する企業から担当者を招き、ライセンス利用の 

許諾要件等を説明した後、時間予約制で商談会を行う事業。２つの事業合わせて、年間  

１８回程度の開催を予定している。 

○ 「ザ・ベストバイヤーズ」では、新たに、外国人観光客に向けた商品を広く募集する   

「インバウンド・シリーズ」を開催。「ドン･キホーテ編」、「東急ハンズ編」、「キリン堂編」

として、それぞれ開催し、菓子等の食料品から生活家電、日用雑貨、アパレル、化粧品に

至るまで、幅広く商品を募集する。 

○ 「ザ・ライセンスフェア」では、アニメ等の「キャラクター」のライセンス利用に特化   

した「キャラクター・シリーズ」を開催。「ＮＨＫエンタープライズ編」ではアニメ    

「おじゃる丸」「忍たま乱太郎」のキャラクターをはじめ、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」

の番組ロゴのライセンス利用を希望する企業を募る。「プラザスタイル カンパニー編」

では、「バーバパパ」「スノーマン」等の海外アニメキャラクター、「円谷プロダクション

編」では、「ウルトラマン」等の特撮キャラクター、「サンエックス編」では「リラックマ」

等、「ソニー・クリエイティブプロダクツ編」では「タマ＆フレンズ」等有名キャラクタ

ーを対象に順次開催する。 

○ 参加費はいずれも１社につき、大阪商工会議所 会員企業が８,０００円、その他一般企業

は１社１６,０００円。（２名まで参加可能。３名以上での参加は別途費用を頂戴する。）

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（大阪商工会議所の会員価格相当額）を適用する。 

○ 「ザ・ベストバイヤーズ」は、平成２５年４月の開始以降、これまでに３９回開催し、   

３２都府県から３３３社の中小製造業・卸売業が参加。「ザ・ライセンスフェア」は、   

平成２６年６月に開始し、これまでに１４回開催、１６都府県から１０８社が参加した。 

 

以 上 

 

 

【問合先】大阪商工会議所 流通･サービス産業部(土居･大石) 

ＴＥＬ：０６－６９４４－６４４０ 

携 帯：０９０－５１５１－８００４ 
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【ザ･ベストバイヤーズ、ザ･ライセンスフェア 開催一覧】（開催日決定分） 

ザ・ベストバイヤーズ 
  

NO 開催日 社 名 備 考 
過去 

参加状況 

1 4 月 12日（火） ㈱ダイナック 飲食店 初参加 

2 5 月 16日（月） ㈱ドン・キホーテ ディスカウントストア ２回目 

3 5 月 24日（火） ㈱東急ハンズ 生活雑貨 ３回目 

4 6 月 6日（月） ㈱全国通販 通販 初参加 

5 6 月 10日（金） ㈱日本アクセス 食品卸大手 初参加 

6 6 月 27日（月） ㈱ジェイオーディ 通販 初参加 

7 7 月 5日（火） ㈱キリン堂 ドラッグストア 初参加 

8 7 月 19日（火） アイリスオーヤマ㈱ 生活用品・家電製造・販売 初参加 

      ザ・ライセンスフェア 
  

NO 開催日 社 名 対象ライセンス 
過去 

参加状況 

1 4 月 22日（金） ㈱ＮＨＫエンタープライズ 
忍たま乱太郎、おじゃる丸等のアニメ、 

大河ドラマ「真田丸」ロゴマーク 等 
初参加 

2 5 月 17日（火） 
㈱ｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾗｲﾌ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

ﾌﾟﾗｻﾞｽﾀｲﾙ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 
バーバパパ、スノーマン 等 初参加 

3 5 月 27日（金） 南海電車㈱ ラピート こうや 等 全車両 初参加 

4 6 月 17日（金） ㈱円谷プロダクション ウルトラマン 等 初参加 

5 7 月 26日（火） サンエックス㈱ リラックマ 等 初参加 

6 8 月 8日（月） ㈱ソニー・クリエイティブプロダクツ タマ＆フレンズ 等 初参加 

 

【添付資料】 資料１  ザ・ベストバイヤーズ、ザ・ライセンスフェア 開催日程 

 

【参考資料】 資料１  ザ・ベストバイヤーズ「ドン・キホーテ編」案内状 

資料２  同「東急ハンズ編」案内状 

資料３  同「全国通販編」案内状 

資料４  同「日本アクセス編」案内状 

資料５  同「ジェイオーディ編」案内状 

資料６  同「キリン堂編」案内状 

資料７  同「アイリスオーヤマ編」案内状 

資料８  ザ・ライセンスフェア「ＮＨＫエンタープライズ編」案内状 

資料９  同「プラザスタイル カンパニー編」案内状 

資料１０ 同「南海電気鉄道編」案内状 

資料１１ 同「円谷プロダクション編」案内状 

資料１２ 同「サンエックス編」案内状 

資料１３ 同「ソニー･クリエイティブプロダクツ編」案内状 



ザ･ベストバイヤーズ 開催日程 
【インバウンド・シリーズ】 

㈱ドン･キホーテ 
 
 
 
開催日：5月16日（月） 
対象：下記商品を取り扱いの製造業・卸売業 
（1）食料品（2）日用雑貨品（3）ファッ
ション（4）スポーツ・レジャー（5）家電
製品（6）玩具・バラエティ用品 

㈱東急ハンズ 
 
 
 
開催日：5月24日（火） 
対象：下記商品を取り扱いの製造業・卸売業 
（1）生活雑貨（2）食品 
 
 

㈱キリン堂 
 
 
 
開催日：7月5日（火） 
対象：下記商品を取り扱いの製造業・卸売業 
（1）家電製品（2）雑貨 
 
 

㈱全国通販 
 
 
 
開催日：6月6日（月） 
対象：下記商品を取り扱いの製
造業・卸売業 
（1）衣料品全般・ファッショ
ン雑貨（2）雑貨全般（3）食品
（4）化粧品・美容雑貨・健康
食品 

㈱日本アクセス 
 
 
 
開催日：6月10日（金） 
対象：下記商品を取り扱いの製
造業・卸売業 
（1）加工食料全般（2）チルド
食品全般（3）アイス・冷凍食
品全般（4）惣菜・デリカ・業
務用食品全般 

㈱ジェイオーディ 
 
 
 
開催日：6月27日（月） 
対象：下記商品を取り扱いの製
造業・卸売業 
（1）衣料品全般・ファッショ
ン雑貨（2）雑貨全般（3）園芸
用品（4）化粧品・健康器具・
健康食品（5）食品全般 

アイリスオーヤマ㈱ 
 
 
 
開催日：7月19日（火） 
対象：下記商品を取り扱いの製
造業・卸売業 
(1)日用品・生活用品全般(2)家
電･照明製品/製品、部品(3)オ
フィス、福祉･教育、その他資材
(4)食品(5)その他生活関連商材 

【その他】 

資料１ 



ザ･ライセンスフェア 開催日程 
【キャラクター・シリーズ】 

㈱ＮＨＫエンタープライズ 
 

開催日：4月22日（金） 
対象キャラクター：（一部抜粋） 

㈱スタイリングライフホールディン
グス プラザスタイル カンパニー 

開催日：5月17日（火） 
対象キャラクター：（一部抜粋） 
 

南海電気鉄道㈱ 

開催日：5月27日（金） 
対象車両：（一部抜粋） 

サンエックス㈱ 

開催日：7月26日（火） 
対象キャラクター：（一部抜粋） 
 
 
 
 
 
 
 
 

㈱ソニー･クリエイティブ 
        プロダクツ 

開催日：8月8日（月） 
対象キャラクター： 
 
 
 
 
 
 
 
 

㈱円谷プロダクション 
 
開催日：6月17日（金） 
対象キャラクター：（一部抜粋） 
 
 
 
 
 
 
 
 

【その他】 

忍たま乱太郎 おじゃる丸 バーバパパ スノーマン ラピート 天空／サザン プレミアム 

©2016 A.T. & T.T. ©Sdog Ent 2016 

ウルトラマンシリーズ その他、円谷プロ作品 リラックマ すみっコぐらし タマ＆フレンズ うさぎのモフィ 



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 

今 回 、 イ ン バ ウ ン ド 向 け の 商 品 も 幅 広 く 募 集 ！ 

 

大阪商工会議所では、株式会社ドン・キホーテのスタッフを招き、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 ２０１６年５月１６日（月）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） 

「ドン・キホーテの紹介と取引条件」 

    株式会社ドン・キホーテ 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）食料品 ： 加工食品、菓子、ドリンク、乳製品 

（2）日用雑貨品 ： 家庭雑貨、日用消耗品、インテリア用品 

（3）ファッション用品 ： アパレル全般、化粧品、美容用品 

（4）スポーツ・レジャー用品 ： アウトドア用品、自転車、カー用品 

（5）家電製品 ： 生活家電、携帯関連グッズ、美容家電 

（6）玩具・バラエティ用品 ： おもちゃ、パーティーグッズ、文房具 

  ※上記カテゴリーで、インバウンド（外国人観光客）に人気の商材も広く募集 

５．定 員 ３０社 
※参加申込企業様の情報をバイヤー企業に提供した上で商談を設定します。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には、参加をお断りさせていただ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．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/）もしくは、裏面の申込書 

商談までの   に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にてお申込みください。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。参加可否のご連

絡は、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。なお、商談希望外の商品等の理由に

より参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必ずご覧い

ただき、お申込みください） 

 

 

コンビニエンス＋ディスカウント＋

アミューズメントの店舗コンセプト

のもと、食品、日用品、バラエティ

グッズから高級ブランド品まで、約

45,000アイテムを取り揃え、ワン

ストップでお客様の暮らしのニーズ

に対応できる総合ディスカウント 

ストア。グループで、306店舗を 

展開（平成27年7月1日現在）。 

年商：約6,840億円（平成27年度6月期） 

http://www.donki.com/ 

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。 

 

～裏面に続く～ 



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 

 

 

 

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 
 

大阪商工会議所 

への入会について 

大阪商工会議所に入会すれば、参加費が16,000円 → 8,000円に！！  

その他、大商事業も会員価格でご参加いただけます。ぜひ、この機会に入会を！  

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 
※会費については、法人の場合、入会金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下さい。⇒ http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/ 

【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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。

なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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。 

(3)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。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)ご記入頂いた情報は、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。 

＜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 

 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

〒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 
「ドン･キホーテ編（５月１６日(月)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。 



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 

 生活雑貨、食品等、インバウンド向けも含めて、幅広く商品を募集！  

 

大阪商工会議所では、株式会社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 ２０１６年５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（３０分） 

「東急ハンズの紹介と取引条件」 

    株式会社東急ハンズ 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、ヘルスケア、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） 

※上記カテゴリーで、インバウンド（外国人観光客）に人気の商材も 

広く募集 

 

 

５．定 員 ４０社 
※参加申込企業様の情報をバイヤー企業に提供した上で商談を設定します。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には、参加をお断りさせていただ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．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/）もしくは、裏面の申込書 

商談までの   に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にてお申込みください。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。参加可否のご連

絡は、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。なお、商談希望外の商品等の理由に

より参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必ずご覧

いただき、お申込みください） 

 

 
 
 
 

 

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 876 億円（2015 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
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。 

 

 

【東急ハンズスタッフより】 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。 

～裏面に続く～ 



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 

 

 

 

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 
 

大阪商工会議所 

への入会について 

大阪商工会議所に入会すれば、参加費が16,000円 → 8,000円に！！  

その他、大商事業も会員価格でご参加いただけます。ぜひ、この機会に入会を！  

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 
※会費については、法人の場合、入会金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下さい。⇒ http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/ 

【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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。

なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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。 

(3)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。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)ご記入頂いた情報は、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。 

＜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 

 

ザ・ベストバイヤーズ 
「東急ハンズ編（５月２４日(火)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。 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

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



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 

シニア向け通販の衣料品、雑貨、食品、化粧品等を幅広く募集！ 

 

大阪商工会議所では、株式会社全国通販のスタッフを招き、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 ２０１６年６月６日（月）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） 

「全国通販の紹介と取引条件」 

    株式会社全国通販 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) 衣料品全般・ファッション雑貨 
インナーを含む衣料品全般、ファッション雑貨（靴、カバン）等 

(2) 雑貨全般 
雑貨全般（家庭用品、住居用品 等） 

(3)食品  
①「産地直送」、「地域、生産者限定」、「有名店」 商品等、特色のある商品 

② 味、原材料、製造方法、飼育方法 等、「拘り」の認められる商品 

③ 健康・ヘルシー（無添加、減塩、低糖 等）を訴求可能な商品 

(4)化粧品・美容雑貨・健康食品 

５．定 員 ３０社 
※参加申込企業様の情報をバイヤー企業に提供した上で商談を設定します。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には、参加をお断りさせていただ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．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/）もしくは、裏面の申込書 

商談までの   に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にてお申込みください。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。参加可否のご連

絡は、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。なお、商談希望外の商品等の理由に

より参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必ずご覧い

ただき、お申込みください） 

 

 

 

 
 

全国通販グループは、昭和 45 年の創業

以来、お客様に価値ある商品やサービス

をリーズナブルに提供することを使命

とし、シニア向けを中心としたカタログ

通販とオンラインショッピング事業を

取り組んでいる。  

年商は約 110 億円（グループ全体） 

http://www.zenkokutsuhan.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
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。 

 

～裏面に続く～ 



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 

 

 

 

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 
 

大阪商工会議所 

への入会について 

大阪商工会議所に入会すれば、参加費が16,000円 → 8,000円に！！  

その他、大商事業も会員価格でご参加いただけます。ぜひ、この機会に入会を！  

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 
※会費については、法人の場合、入会金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下さい。⇒ http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/ 

【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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。

なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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。 

(3)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。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)ご記入頂いた情報は、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。 

＜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 

 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

〒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 
「全国通販編（６月６日(月)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。 



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 

業界第２位の売上高を誇る総合食品卸大手に販路開拓のチャンス！ 

 

大阪商工会議所では、株式会社日本アクセスのスタッフを招き、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 ２０１６年６月１０日（金）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） 

「日本アクセスの紹介と取引条件」 

    株式会社日本アクセス 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）加工食品全般 

（２）チルド商品全般 
（乳製品・和日配・洋日配・デザート） 

（３）アイス・冷凍食品全般 

（４）惣菜・デリカ・業務用食品全般 

  ※主な販売先は量販店・スーパー・一般小売店・ＣＶＳ 

  ※取引条件：PL保険の加入が必須 

５．定 員 ３０社 
※参加申込企業様の情報をバイヤー企業に提供した上で商談を設定します。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には、参加をお断りさせていただ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．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/）もしくは、裏面の申込書 

商談までの   に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にてお申込みください。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。参加可否のご連

絡は、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。なお、商談希望外の商品等の理由に

より参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必ずご覧い

ただき、お申込みください） 

 

「心に届く、美味しさを」を企業スロー

ガンに、ドライ（常温）・チルド（冷蔵）・

フローズン（冷凍）の全温度帯をバラン

ス良く取り扱い、「付加価値型」の流通 

サービスをお取引先へ提案し、徹底した

商品管理とローコストでハイレベルな物

流を提供し、これまでの「卸売業」の枠

を超えた新たな「卸」企業を目指します。 

売上高：1 兆 7,841 億円（2014 年度連結） 

http://www.nippon-access.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
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。 

 

～裏面に続く～ 



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 

 

 

 

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 
 

大阪商工会議所 

への入会について 

大阪商工会議所に入会すれば、参加費が16,000円 → 8,000円に！！  

その他、大商事業も会員価格でご参加いただけます。ぜひ、この機会に入会を！  

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 
※会費については、法人の場合、入会金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下さい。⇒ http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/ 

【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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。

なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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。 

(3)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。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)ご記入頂いた情報は、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。 

＜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 

 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

〒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 
「日本アクセス編（６月１０日(金)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。 



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 

総合通販カタログ「メルシー」でおなじみの通信販売大手に販路開拓のチャンス！ 

 

大阪商工会議所では、株式会社ジェイオーディのスタッフを招き、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 ２０１６年６月２７日（月）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） 

「ジェイオーディの紹介と取引条件」 

    株式会社ジェイオーディ 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) 衣料品全般（婦人、紳士）・ファッション雑貨 
インナーを含む衣料品全般、ファッション雑貨（靴、カバン）等 

(2) 雑貨全般（家庭用品、住居用品等、アイデア雑貨） 

(3) 園芸用品（花、野菜苗、果樹花木、園芸資材）等 

(4) 化粧品、健康器具、健康食品 

(5) 食品全般 

※取引条件は受注発注 

※対象年齢：ミセス～シニア層（特に衣料、インナー。紳士含め60代以上が中心となります。雑貨等は例外） 

５．定 員 ３０社 
※参加申込企業様の情報をバイヤー企業に提供した上で商談を設定します。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には、参加をお断りさせていただ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．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/）もしくは、裏面の申込書 

商談までの   に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にてお申込みください。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。参加可否のご連

絡は、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。なお、商談希望外の商品等の理由に

より参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必ずご覧い

ただき、お申込みください） 

 

 

総合通販カタログ「メルシー」を主軸と

して、お客様に“旬”な商品をご提案。

多様化する販売チャネルや進化し続け

るインターネット・モバイル等の通信イ

ンフラにも対応しつつ、もっと気軽に 

もっと簡単に、そしてお客様が安心して

お買物が出来る環境づくりに積極的に

取り組んでいる。 

売上高：245 億円（2015 年 6 月） 

http://www.jod-net.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
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。 

 

～裏面に続く～ 



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 

 

 

 

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 
 

大阪商工会議所 

への入会について 

大阪商工会議所に入会すれば、参加費が16,000円 → 8,000円に！！  

その他、大商事業も会員価格でご参加いただけます。ぜひ、この機会に入会を！  

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 
※会費については、法人の場合、入会金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下さい。⇒ http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/ 

【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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。

なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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。 

(3)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。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)ご記入頂いた情報は、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。 

＜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 

 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

〒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 
「ジェイオーディ編（６月２７日(月)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。 



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 

関 西 地 盤 の ド ラ ッ グ ス ト ア 大 手 に 販 路 開 拓 の チ ャ ン ス ！ 

 

大阪商工会議所では、株式会社キリン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 ２０１６年７月５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（３０分） 

「キリン堂の紹介と取引条件」 

    株式会社キリン堂 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・卸売業) 

(1) 家電製品全般 
生活家電、健康・理美容関連、キッチン用品 等 

(2) 雑貨全般 
日用品、生活雑貨 等 

※上記カテゴリー以外は対象外。 

特にインバウンド（外国人観光客）向けの商材を広く募集。 

 

５．定 員 ３０社 
※参加申込企業様の情報をバイヤー企業に提供した上で商談を設定します。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には、参加をお断りさせていただ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．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/）もしくは、裏面の申込書 

商談までの   に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にてお申込みください。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。参加可否のご連

絡は、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。なお、商談希望外の商品等の理由に

より参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必ずご覧い

ただき、お申込みください） 

 

 

地域コミュニティの中核となるスーパ

ードラッグストアを社会的インフラと

して確立し、日常生活の「便利性」と「未

病」をベースに顧客の感動と満足を創造

し、地域医療・地域介護を推進して地域

社会に貢献している。関西を中心に

328 店舗を展開（2015 年 2 月 28 日

現在）。売上高：1,069 億 8 千万円 

（2015 年 2 月期実績） 

http://www.kirindo.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
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。 

 

～裏面に続く～ 



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 

 

 

 

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 
 

大阪商工会議所 

への入会について 

大阪商工会議所に入会すれば、参加費が16,000円 → 8,000円に！！  

その他、大商事業も会員価格でご参加いただけます。ぜひ、この機会に入会を！  

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 
※会費については、法人の場合、入会金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下さい。⇒ http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/ 

【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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。

なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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。 

(3)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。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)ご記入頂いた情報は、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。 

＜参加費のお振込先＞ 

①りそな銀行     大阪営業部 （当座） ０８０８７２６    

②三井住友銀行    船場支店  （当座） ０２１０７６４   ＜振込先名義＞大阪商工会議所 

③三菱東京 UFJ 銀行  瓦町支店  （当座） ０１０５２５１ 

 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

〒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 
「キリン堂編（７月５日(火)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。 



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 

生活用品 ・家電の企画、製造、販売大手に販路開拓のチャンス！ 

 

大阪商工会議所では、アイリスオーヤマ株式会社のバイヤーを招き、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 ２０１６年７月１９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（３０分） 

「アイリスオーヤマの紹介と取引条件」 

    アイリスオーヤマ株式会社ご担当者より 

(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・卸売業) 

(1) 日用品・生活用品全般 
収納･インテリア用品、寝具、キッチン用品、ペット･園芸用品 等 

(2) 家電・照明製品/製品、部品 
ＬＥＤ照明、生活家電、ＯＥＭ・ＯＤＭ製品・部品問わず 

(3) オフィス、福祉・教育、その他資材 
オフィス・福祉施設向け用品、防災・防犯用品、ＤＩＹ 等 

(4) 食品、食品関連の機能性添加物など 

(5) その他、ネット販売などにおける生活関連商材全般 

※上記カテゴリーに限らず、様々な生活提案型の商材等も広く募集 

５．定 員 ３０社 
※参加申込企業様の情報をバイヤー企業に提供した上で商談を設定します。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には、参加をお断りさせていただ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．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/）もしくは、裏面の申込書 

商談までの   に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にてお申込みください。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。参加可否のご連

絡は、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。なお、商談希望外の商品等の理由に

より参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必ずご覧い

ただき、お申込みください） 

 

生活者の目線で不満や不便を解決する

「ユーザーイン」発想で、カテゴリーや

素材に関係なく様々な事業に挑む。現在

の商品数 16,000 アイテム、年間新商品

開発数は 1,000 アイテムに上る。 

売上高：1,100 億円（2014 年度） 

（グループ全体の売上高は3,030億円） 

http://www.irisohyama.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
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。 

 

～裏面に続く～ 



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 

 

 

 

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 
 

大阪商工会議所 

への入会について 

大阪商工会議所に入会すれば、参加費が16,000円 → 8,000円に！！  

その他、大商事業も会員価格でご参加いただけます。ぜひ、この機会に入会を！  

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 
※会費については、法人の場合、入会金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下さい。⇒ http://www.osaka.cci.or.jp/nyuukai/ 

【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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をバイヤー企業に提供し商談を設定いたします。

なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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。 

(3)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。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)ご記入頂いた情報は、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。 

＜参加費のお振込先＞ 

①りそな銀行     大阪営業部 （当座） ０８０８７２６    

②三井住友銀行    船場支店  （当座） ０２１０７６４   ＜振込先名義＞大阪商工会議所 

③三菱東京 UFJ 銀行  瓦町支店  （当座） ０１０５２５１ 

 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

〒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 
「アイリスオーヤマ編（７月１９日(火)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。 



 
大河ドラマや NHKの有名キャラクターを活用して販路開拓のチャンス！ 

 

 
【主催】大阪商工会議所 

大阪商工会議所では、「㈱NHKエンタープライズ」よりライセンス担当者をお招きし、同社が取り扱うキャ
ラクター等のライセンスに関するセミナーと時間予約制による個別商談会を開催します。同社が有する
キャラクターや大河ドラマのロゴ等を活用したビジネス展開をお考えの皆様は、是非ご参加下さい。 
 
 
 

 
 
  
◆ライセンス対象キャラクターの一例（その他のキャラクターは、ホームページをご覧ください）、商品の事例 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
  
１． 開 催 日  2016 年 4 月 22 日（金）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 

(1)セミナー（30 分）：「ライセンスビジネスについて」 ＜講師＞㈱NHK エンタープライズご担当者  

(2)時間予約制による個別商談会（1 社 25 分） 

 
 
 
４． 参加対象 

全業種（法人・個人問わず） 
                             

５． ライセンス商品の販売先 
  基本的には、ライセンシー（ライセンスを使用する側）が有する流通での販売 
 

６． 定   員  ３０社 

※参加申込企業様の情報を㈱NHK エンタープライズに提供し、商談を設定します。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には、参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

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。 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 高津・大石 TEL.06-6944-6440 

NHK エンタープライズは、NHK の番組をはじめとする映像コンテンツの制作、番組や
キャラクターのライセンス許諾、イベントの企画・制作、DVD・ブルーレイなどの商品
販売など、コンテンツの制作から展開、販売までを行っている総合コンテンツ企業。 
【売上高】537 億円（平成 26 年度決算） 【ＵＲＬ】https://www.nhk-ep.co.jp/  

１．真田丸     ２．真田丸どーもくん ３．いないいないばぁっ！ ４．みいつけた！                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

５．忍たま乱太郎 ６．おじゃる丸 

 

 

 

 

     

お酒 お茶 ぬいぐるみ コップ 
   

靴下 コインパース スマホアプリ 人形焼き 



７． 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 名まで参加可。3 名以上での参加は別途費用を頂戴します。） 
 
＜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。 
  
８． 申込方法  ①下記注意事項をご了承の上、ホームページからお申込みください。 

⇒ h t t p : / / w w w . o s a k a . c c i . o r . j p / b r a n d / 
        ②もしくは、下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX（06-6944-6565）にて 

お申込みください。 
 

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 
 

「ザ・ライセンスフェア」ＮＨＫエンタープライズ（4月 22日(金)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/brand/ 

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 
 

 

U R L http:// 

資 本 金         万円 従業員数                 人 売上高                           万円 

業  種 □製造業 □卸売業 □製造卸売業 □製造小売業 □農林水産業 □その他（        ） 

希望キャラクター 

（複数選択可） 

 □真田丸  □真田丸どーもくん  □いないいないばぁっ！  □みいつけた！  □忍たま乱太郎 
 □おじゃる丸 □その他のキャラクター（               ）※左記にキャラクター名をご記入ください 

ライセンスを 

使用したい商品 
 

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 

 
大阪商工会議所へ入会すれば参加費が会員料金になります。（大阪市外の企業も加入できます） 

入会をご検討されますか  □検討する（⇒入会申込書をお送りします）  □検討しない 

※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） 

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/index.php) 

※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、ライセンス保有企業、大阪府には参加企業名簿として提供します。 
 
 
 
(1)参加お申込み後、参加費を上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。なお、貴社都合によるキャンセ

ルの場合は参加費の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。 

(2)参加費の入金確認後、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し、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。 
(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、貴社とライセンス保有企業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、本所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、本所からの各種連絡・情報提供のために利用する他、ライセンス保有企業、大阪府には参加企業名簿として提供します。 

【注意事項】 

 



※参加申込企業様の情報をライセンス保有企業に提供した上で商談を設定します。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には、参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 

有名キャラクターを活用して自社ブランドの向上・販路拡大のチャンス！ 
 

 

 

 

 

 

 
大阪商工会議所では、輸入生活雑貨店「PLAZA」を運営する、株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザ

スタイル カンパニーより担当者を招き、同社が有する「バーバパパ」、「スージー・ズー」、「ザ・スノーマン」等のライセ

ンス利用に関する個別商談会を開催します。有名キャラクターのブランドを活用した製品開発や販路拡大をお考えの方は、

ぜひこの機会にご参加ください。 

 

 

プラザスタイルは、海外で評価の高い良質なプロパティを日本国内でライセンスしています。サブ・

ライセンシーは 100 社を超え、販売促進使用や商品化に使用されています。一部のライセンス商品

は、当社ストアでも販売されており、店頭を利用し定期的に露出することによりプロパティの価値を

高め、認知、普及を促進しています。 

ライセンス対象キャラクターはこちら！ 
 

 

 

 

 

 

 

 
【実際のライセンス商品事例】 

 

 

 

 

 

 

１． 開 催 日  ２０１６年５月１７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   

(1)セミナー（30分）：「プラザスタイルのライセンス事業について」 

プラザスタイルカンパニー ご担当者 

(2)時間予約制による個別商談会（1社 25 分）※商談開始時間は、参加確定後にお知らせいたします。 

４． 参加対象  ①アパレル ②雑貨 ③食品・菓子 ④化粧品 ⑤デジタルコンテンツ 

⑥企業広告 等（※公序良俗に反する商品は除く）の製造業・卸売業（定員３０社） 
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午前の部と午後の部のどちらにご参加いただくかは、参加確定後にお知らせいたします。 

スージー・ズーのキャラクターたちがモンキーに変身したアート

のマグとプレートが登場です。【２０１６】と入ったスペシャルデ

ザイン♪ マグはキュートなボックス入りで、ギフトにもコレクシ

ョンにもぴったりです。その他、食品・お菓子、雑貨等でも

様々な商品が開発されています。 

 

  

～裏面に続く～ 

① BARBAPAPA 

 

③Where’s Wally?  

 

④The Snowman 

 

②Suzy’s Zoo 

 

 

大阪商工会議所主催 セミナー＆商談会「ザ・ライセンスフェア」 

「バーバパパ」、「スノーマン」等のライセンスを有する 

プ ラ ザ ス タ イ ルとの商談会 



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 
5/17 ザ・ライセンスフェア「プラザスタイル編」参加申込書 

※下記の注意事項にご了承の上、参加申込をしてください。 

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。 

５． 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名まで参加可。3名以上での参加は別途費用を頂戴します。） 

６．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/）もしくは、下記申込書 

商談までの   に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にてお申込みください。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し商談を設定いたします。参加可否

のご連絡は、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。なお、商談希望外の商品等の

理由により参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を  

必ずご覧いただき、お申込みください） 

 

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（      ） 

商談希望の対象商品に

○印をお付けください 

（複数選択可） 
１．BARBAPAPA  ２．Suzy’s Zoo  ３．Where’s Wally?  ４．The Snowman 

ライセンスを 

使用したい商品 
 

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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し商談を設定いたし

ます。なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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。 

(3)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、貴社とライセンス保有企業との間でお進めください。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)ご記入頂いた情報は、本所からの各種連絡・情報提供のために利用する他、ライセンス保有企業、大阪府等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 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

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



※参加申込企業様の情報をライセンス保有企業に提供した上で商談を設定します。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には、参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 

有名鉄道車両で自社ブランド力の向上、販路拡大を！ 
 

 

 

 

 

 

大阪商工会議所では、南海電気鉄道株式会社より担当者を招き、同社が有する「ラピート」、「サザン」、「こうや」等のライ

センス利用に関する個別商談会を開催します。対象商品や条件により、許諾商品の買い取りや同社販売チャンネルでの販売

もご提案いただけますので、販路拡大をお考えの方もぜひご参加ください。 

 

 

南海電気鉄道株式会社は明治18年12月27日創業の日本最古の民営鉄道です。資本金は729億8千万円で、

従業員は2,601名。路線は大別して、難波から和歌山市に至る「南海線」と高野山に至る「高野線」の２系統、

全154.8kmで680両の車両を有し、旅客営業を実施。基幹の鉄道事業のほか、開発事業、流通事業、土地  

建物賃貸事業、遊園事業等も手がけています。 

ライセンス対象は南海電気鉄道が保有する全車両！ 
 

 

 

 

 

 

 

【実際のライセンス商品事例】 
 

 

 

 

 

 

 

 

１． 開 催 日  ２０１６年５月２７日（金） 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   

(1)セミナー（30分）：「南海電気鉄道のライセンス事業について」 

南海電気鉄道株式会社 ご担当者 

(2)時間予約制による個別商談会（1社 25 分）※商談開始時間は、参加確定後にお知らせいたします。 

４． 参加対象  ①アパレル ②雑貨 ③食品・菓子 等（※公序良俗に反する商品は除く）の 

製造業・卸売業、また、精密模型・金属成型・プラスチック成型企業（定員３０社） 

 

 

午前の部と午後の部のどちらにご参加いただくかは、参加確定後にお知らせいたします。 

大阪商工会議所主催 セミナー＆商談会「ザ・ライセンスフェア」 

「ラピート」「サザン」「こうや」等車両のライセンスを有する 

南 海 電 気 鉄 道との商談会 

 

「ラピート」のスプーン・フォーク【写真 左】 

「7000 系」のコラボＴシャツ【写真 右】 

その他、食品・お菓子、雑貨等でも様々な商品

が開発されています。 

 

  

～裏面に続く～ 

ラピート 

 

「こうや」 

 

「天空」「サザンプレミアム」 

 

 
 



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 
5/27 ザ・ライセンスフェア「南海電気鉄道編」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/brand/form 
※下記の注意事項にご了承の上、参加申込をしてください。 

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。 

５． 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 名まで参加可。3名以上での参加は別途費用を頂戴します。） 

６．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/）もしくは、下記申込書 

商談までの   に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にてお申込みください。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し商談を設定いたします。参加可否

のご連絡は、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。なお、商談希望外の商品等の

理由により参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を  

必ずご覧いただき、お申込みください） 

 

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（      ） 

商談希望の対象車両が

あればご記入ください 

（複数可） 
 

ライセンスを 

使用したい商品 
 

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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し商談を設定いたし

ます。なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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。 

(3)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、貴社とライセンス保有企業との間でお進めください。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)ご記入頂いた情報は、本所からの各種連絡・情報提供のために利用する他、ライセンス保有企業、大阪府等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 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

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



※参加申込企業様の情報をライセンス保有企業に提供した上で商談を設定します。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には、参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 

有名キャラクターを活用して自社ブランドの向上・販路拡大のチャンス！ 
 

 

 

 

 

 

大阪商工会議所では、株式会社円谷プロダクションより担当者を招き、同社が有する「ウルトラマンシリーズ」をはじめと

するキャラクターのライセンス利用に関する個別商談会を開催します。世界的に有名なキャラクターを活用した製品開発や

広告・販促展開をお考えの方は、ぜひこの機会にご参加ください。 

 

 

「ウルトラマンシリーズ」とは 

放送開始 50年を迎える今なお、親子三世代で安心して楽しめる作品として、TV・映画

の枠に留まらず未来に向かって進化し続ける、国民的ヒーローシリーズです。 

ライセンス対象キャラクターはこちら！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

【実際のライセンス商品・広告キャラクター活用事例】 

 

 

 

 

 

 

１． 開 催 日  ２０１６年６月１７日（金） 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   

(1)セミナー（30分）：「円谷プロダクションのライセンス事業について」 

株式会社円谷プロダクション ご担当者 

(2)時間予約制による個別商談会（1社 25 分）※商談開始時間は、参加確定後にお知らせいたします。 

４． 参加対象  アパレル、雑貨、食品・菓子 等の製造業（商品・広告・販促ご担当者様） 

（定員２０社） 

 

 

午前の部と午後の部のどちらにご参加いただくかは、参加確定後にお知らせいたします。 

大阪商工会議所主催 セミナー＆商談会「ザ・ライセンスフェア」 

「ウルトラマンシリーズ」等のライセンスを有する 

円谷プロダクションとの商談会 

 

  

～裏面に続く～ 

① ウルトラマンシリーズ 

 

② ウルトラ怪獣 

 

③ その他、円谷プロ作品 

＜広告・キャンペーン＞ 

商品の特徴を伝えるメッセンジャ

ーとして、また販促施策のキャンペ

ーンキャラクターとして広く活躍。 

左：アシックス商事 

右：アミュプラザ博多 

＜商品＞ 

大人向け商品の展開が拡大してお

り高品質・高価格帯のアイテムを多

数販売。 

左：BLACK ICE（青山グループ） 

右上： INDEPENDENT（シチズン） 

右下：ALL STAR（コンバース） 
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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/brand/form 

※下記の注意事項にご了承の上、参加申込をしてください。 

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。 

５． 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 名まで参加可。3名以上での参加は別途費用を頂戴します。） 

６．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/）もしくは、下記申込書 

商談までの   に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にてお申込みください。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し商談を設定いたします。参加可否

のご連絡は、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。なお、商談希望外の商品等の理

由により参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を  必ず

ご覧いただき、お申込みください） 

 

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（      ） 

商談希望の対象商品に

○印をお付けください 

（複数選択可） 
１．ウルトラマンシリーズ  ２．ウルトラ怪獣  ３．その他、円谷プロ作品 

ライセンスを 

使用したい商品 
 

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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し商談を設定いたし

ます。なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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。 

(3)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、貴社とライセンス保有企業との間でお進めください。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)ご記入頂いた情報は、本所からの各種連絡・情報提供のために利用する他、ライセンス保有企業、大阪府等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 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

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



※参加申込企業様の情報をライセンス保有企業に提供した上で商談を設定します。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には、参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 

有名キャラクターを活用して自社ブランドの向上・販路拡大のチャンス！ 
 

 

 

 

 

 

大阪商工会議所では、サンエックス株式会社より担当者を招き、同社が有する「リラックマ」「すみっコぐらし」「センチメ

ンタルサーカス」をはじめとするキャラクターのライセンス利用に関する個別商談会を開催します。有名なキャラクターを

活用した製品開発や販路拡大をお考えの方は、ぜひこの機会にご参加ください。 

 

 

弊社はオリジナルでキャラクターを作成し、文具雑貨を製造販売しつつ同時にライセンサーとして 

キャラクタービジネスを展開している会社です。 

ライセンス対象キャラクターはこちら！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

【実際のライセンス商品事例】 

 

 

 

 

 

 

 

１． 開 催 日  ２０１６年７月２６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   

(1)セミナー（30分）：「サンエックスのライセンス事業について」 

サンエックス株式会社ご担当者 

(2)時間予約制による個別商談会（1社 25 分）※商談開始時間は、参加確定後にお知らせいたします。 

４． 参加対象 公序良俗に反する商品は除く幅広いジャンルの製造業（定員３０社） 

 

 

午前の部と午後の部のどちらにご参加いただくかは、参加確定後にお知らせいたします。 

大阪商工会議所主催 セミナー＆商談会「ザ・ライセンスフェア」 

「リラックマ」「すみっコぐらし」「センチメンタルサーカス」等のライセンスを有する 

サ ン エ ッ ク スとの商談会 

弊社ではアパレルから寝具、日用品、雑貨、食品に至るま

で、幅広くライセンス展開をしております。また、上記 4 キャ

ラクター以外にも多くのキャラクターがおります。 

（まめゴマ、靴下にゃんこ、アフロ犬、たれぱんだ、等など） 

案件によっては既存契約社がいる場合もありますが、キャ

ラクター全てにそれぞれのカテゴリーの契約社が存在する

わけではございません。 

 

  

～裏面に続く～ 

① リラックマ

 

③センチメンタルサーカス

 

④じんべえさん

 

②すみっコぐらし

 

 



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 
7/26 ザ･ライセンスフェア「サンエックス編」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/brand/form 
※下記の注意事項にご了承の上、参加申込をしてください。 

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。 

５． 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 名まで参加可。3名以上での参加は別途費用を頂戴します。） 

６．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/）もしくは、下記申込書 

商談までの   に必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にてお申込みください。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し商談を設定いたします。参加可否

のご連絡は、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。なお、商談希望外の商品等の理

由により参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必ずご

覧いただき、お申込みください） 

 

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（      ） 

商談希望の対象商品に

○印をお付けください 

（複数選択可） 
１．リラックマ ２．すみっコぐらし ３．センチメンタルサーカス ４．じんべえさん 

ライセンスを 

使用したい商品 
 

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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し商談を設定いたし

ます。なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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。 

(3)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、貴社とライセンス保有企業との間でお進めください。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)ご記入頂いた情報は、本所からの各種連絡・情報提供のために利用する他、ライセンス保有企業、大阪府等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 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

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



※参加申込企業様の情報をライセンス保有企業に提供した上で商談を設定します。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には、参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 

有名キャラクターを活用して自社ブランドの向上・販路拡大のチャンス！ 
 

 

 

 

 

 
大阪商工会議所では、株式会社ソニー･クリエイティブプロダクツより担当者を招き、同社が有する「うちのタマ知りませ

んか？タマ＆フレンズ」「うさぎのモフィ」をはじめとするキャラクターのライセンス利用に関する個別商談会を開催しま

す。有名なキャラクターを活用した製品開発や販路拡大をお考えの方は、ぜひこの機会にご参加ください。 

 

 

キャラクターを中心とした国内外の著作物・商標などの知的財産を開発・使用し、さまざまなマーチ

ャンダイジングやサービス分野へのトータルマーケティングを行うプロパティビジネスを展開していま

す。マーチャンダイジングの分野では、ビデオ・書籍・衣料・玩具・雑貨等、サービス分野では、放上

映・イベント・アミューズメント・情報通信・セールスプロモーション・流通等を自社で直接、あるいは

他企業への使用許諾（ライセンス）により総合的展開をはかっています。 

ライセンス対象キャラクターはこちら！（※その他キャラクターについてはご相談ください） 
 

 

 

 

 

 

 

【実際のライセンス商品事例】 

 

 

 

 

 

 

 

１． 開 催 日  ２０１６年８月８日（月） 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   

(1)セミナー（30分）：「ソニー･クリエイティブプロダクツのライセンス事業について」 

(2)時間予約制による個別商談会（1社 25 分）※商談開始時間は、参加確定後にお知らせいたします。 

４． 参加対象  ①アパレル ②生活・服飾雑貨 ③食品・菓子 等 ④文具 ⑤玩具 

（※公序良俗に反する商品は除く）の製造業（定員３０社） 

 

 

  

午前の部と午後の部のどちらにご参加いただくかは、参加確定後にお知らせいたします。 

大阪商工会議所主催 セミナー＆商談会「ザ・ライセンスフェア」 

「タマ＆フレンズ」「うさぎのモフィ」等のライセンスを有する 

ソニー･クリエイティブプロダクツとの商談会 

iPhone6/iPhone6S 専用の『ハードケース』です★ 

ブックデザイナー“名久井直子さん”とのコラボアート 

「le petit bois(小さな森)」で、色とりどりのキノコの森の中に 

モフィがそっとたたずむ大人かわいいデザイン♪ 

おしゃれな『ハードケース』の側面は、クリアになっています。 

 

 

 

～裏面に続く～ 

①タマ＆フレンズ うちのタマ知りませんか？ 

 

②うさぎのモフィ 

 



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 
8/8 ザ･ライセンスフェア 「ソニー･クリエイティブプロダクツ編」 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/brand/form 

※下記の注意事項にご了承の上、参加申込をしてください。 

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。 

５． 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 名まで参加可。3名以上での参加は別途費用を頂戴します。） 

６．申込から (1)ホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/tbb/form/）もしくは、下記申込書に 

商談までの   必要事項をご記入の上、FAX(06-6944-6565)にてお申込みください。 

流れ     (2)お申し込み後、裏面の銀行口座に参加費をご入金ください。 

(3)参加費の入金を確認後、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し商談を設定いたします。参加可否

のご連絡は、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。なお、商談希望外の商品等の

理由により参加をお断りさせていただく場合は、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必ず

ご覧いただき、お申込みください） 

 

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（      ） 

商談希望の対象商品に

○印をお付けください 

（複数選択可） 
１．タマ＆フレンズ うちのタマ知りませんか？  ２．うさぎのモフィ 

ライセンスを 

使用したい商品 
 

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。参加費の入金を確認後、貴社の情報をライセンス保有企業に提供し商談を設定いたし

ます。なお、貴社ご都合によるキャンセルの場合は参加費の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。 

(2)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。 

(3)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、貴社とライセンス保有企業との間でお進めください。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)ご記入頂いた情報は、本所からの各種連絡・情報提供のために利用する他、ライセンス保有企業、大阪府等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    

②三井住友銀行    船場支店  （当座） ０２１０７６４   ＜振込先名義＞大阪商工会議所 

③三菱東京 UFJ 銀行  瓦町支店  （当座） ０１０５２５１ 

【お問合わせ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当 土居・大石  

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