
                       記者配布資料 

平成２９年 2 月１４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」「ザ・ライセンスフェア」 

平成２９年度の開催予定について 

～新たに「ネット通販バイヤーズ」を開催～ 
 

 
【お問合先】大阪商工会議所 

流通・サービス産業部（富田・土居・大石） 

☎ ０６－６９４４－６４４０ 
 

○大阪商工会議所は、大手流通業等への販路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。本日からその参加企業を

募集する。 
 

・大手流通業の１社からバイヤーを招請する「ザ・ベストバイヤーズ」では５月１２日（金）にスー

パーマーケットの「コノミヤ編」、５月２３日(火)に総合免税店の「ラオックス編」、６月１９日(月)

に駅売店を展開する「東海キヨスク編」の開催が決定している。同３社は今回が初の参加。 
 
・有名スポーツブランド等のライセンス使用に関する商談会「ザ・ライセンスフェア」では、４月１１

日（火）に「阪神甲子園球場・阪神タイガース編」を開催する。 
 

※「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４９回開催し、１５１８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２０回開催、２９８社が参

加。 

 

○また、平成２９年度から新たに、ネット通販を手掛ける海外企業や通販会社、家電量販店等を招い

た商談会「ネット通販バイヤーズ」を開催し、「ＥＣ（ネット通販等）」市場を活用した販路開拓に

も注力する。第一弾としてイワタニグループ総合通販会社の「イワタニアイコレクト編」を６月９

日(金)に実施する。 

 

○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、それ以外の企業

は１社１6,０００円。なお、震災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、

熊本県からの参加者には、特別料金（大阪商工会議所会員価格相当額）を適用する。 
 

○今後の開催スケジュールは以下の通り（２９年度中に１２～１５回開催予定）。 

【ネット通販バイヤーズ】 
６月 ９日（金） イワタニアイコレクト(株)  

【ザ・ベストバイヤーズ】 
５月１２日（金） (株)コノミヤ 
５月２３日（火） ラオックス(株)  
６月１９日（月） 東海キヨスク(株)  

【ザ・ライセンスフェア】 
４月1１日（火） 阪神甲子園球場、株式会社阪神タイガース 

 

※添付資料 資料１～５ ４月以降各回商談会案内状（開催日時順） 

資料６   各種商談会のこれまでの開催実績 



大阪商工会議所主催   セミナー＆商談会「ネット通販バイヤーズ」 のご案内 

イワタニグループの総合ショッピングサイト運営会社に販路開拓のチャンス！ 

 

大阪商工会議所では、イワタニアイコレクト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「ネット通販バイヤーズ」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 ２０１７年６月９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（２０分） 

「イワタニアイコレクトの紹介と取引条件」 

    イワタニアイコレクト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(下記商品取扱いの生産者・製造者・卸売業) 

(1) 食品ギフト・酒類ギフト・フラワーギフト商材 
お中元・お歳暮・カタログギフト・母の日などで販売できる 

食品ギフト・フラワーギフト商材（洋菓子、和菓子、農産品、 

水産品、畜産品、惣菜、飲料、酒類 等） 

(2)食料品全般 
ギフト需要以外の「お取り寄せ」向き通販商材。自家需要商材。 

※健康食品は不可 

(3)キッチン雑貨・アウトドア関連商材 
通販向けのキッチン周り商材、アウトドア関連はアパレル類不可 

※上記カテゴリーの最終商材をはじめ、ＯＥＭの提案等も広く募集 

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５月１９日までにお申し込みください。 

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） 

 

 

「カセットこんろ」をはじめとするキッチン

雑貨やデザイン雑貨、アウトドアグッズ、美

容健康商品、食品・酒類などの通信販売小売

と、産地直送食品を中心とした食品ギフトの

卸売を行っています。また、食品専門のカタ

ログギフト「ごちそう紀行」を自社で企画・

運営・販売を行っています。イワタニグルー

プのネットワークを活かした商品開発と、お

客様とのコミュニケーションを通じて、より

良い商品企画を目指し、安心安全の確保はも

とより、お客様のライフスタイルやシーンに

合わせた幅広い商品を提供しています。 

資本金：２億円（岩谷産業 100％出資） 

企業サイト：http://www.iwatani-i-collect.co.jp/ 

ＥＣサイト：http://www.iwatani-i-collect.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、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/index.php 

【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。 

＜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 富田・大石  

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

ネット通販バイヤーズ 
「イワタニアイコレクト編（６月９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   「ザ・ベストバイヤーズ」商談会 のご案内 

      
 

 
 

 

 

大阪商工会議所では、スーパーマーケット、株式会社コノミヤから担当者を招き、同社と取引を希望

する企業を対象に、商談会「ザ・ベストバイヤーズ」を開催します。大手スーパーマーケットに向け

て自社の販路を拡大したいとお考えの事業者の皆様は、ぜひご参加ください！  

１．開 催 日 ２０１７年５月１２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）  

参加各社との予約制による商談会（１社２５分） 

 

４．対象 下記商品を取り扱う製造業、卸売業 

 

 

 

 

 

 

５．定 員 ３６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。なお、上記対象外の商品での商談をご希望される場

合や取引要件等が合致しない場合、また定員を超えるお申し込みをいただいた場合には、ご参加いただけない可能性がありま

すこと、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名様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 4 月 24 日までにお申込みください。 

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、貴社の情報を商談対象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 週間前を目処に事務局よりお知らせいたします。なお、商談対象外の商品での商談希

望等の理由により、ご参加いただけない場合には、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必

ずご確認のうえ、お申込みください） 

 

 

 

 

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、
お申し込み後、事務局よりご連絡いたします。 

 

～裏面に続く～ 

            コココノノノミミミヤヤヤとの商談会を開催します！ 

    

 

 
 

株式会社コノミヤは、生鮮食品、一般

食品、酒、日用雑貨、衣料品などを取

り扱う大阪市鶴見区に本社を置く総

合スーパーマーケット。「お客様に愛

され、好まれるスーパーに」をモット

ーに顧客満足を追求し、大阪府下を中

心とする関西に加え東海地区に８０

店舗以上を展開。 

【売上高】950 億円（2016 年 8 月） 

http://www. konomiya.jp 

(１)生鮮食品 

（野菜・果物・海産・畜産） 

(２)惣菜品 

（アウト加工・イン加工どちらでも） 

(３)日配・食品・菓子・雑貨・酒・冷凍食品など 

★基本的にスーパーマーケットに品揃えされている商品 

全般を募集致します。 

 

 



左の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。  ＜振込先名義＞大阪商工会議所 

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。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 

【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）。 

(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、必ず商談条件をご参照ください。 

(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 

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 富田・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 
「スーパーマーケットコノミヤ編（５月１２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   「ザ・ベストバイヤーズ」商談会 のご案内 

      
 

 
 

 

大阪商工会議所では、総合免税販売大手のラオックス株式会社から担当者を招き、同社と取引を希望

する企業を対象に、商談会「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、ぜひご参加ください！  

１．開 催 日 ２０１７年５月２３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） 

「ラオックスの紹介と取引条件」 

    ラオックス ご担当者より 

(2)参加各社との予約制による商談会（１社２５分） 

 

 

４．対象 下記商品を取り扱う製造業、卸売業 

（1）生活雑貨（アイディア商品・便利グッズ等・・・） 

（2）食品類（菓子類・インスタント食品等・・・） 

（3）御土産品 等々 

※外国人観光客が持ち帰り可能なもの。 

※できればメイドインジャパンのもの。 

 

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。なお、上記対象外の商品での商談をご希望される場

合や取引要件等が合致しない場合、また定員を超えるお申し込みをいただいた場合には、ご参加いただけない可能性がありま

すこと、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名様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 5 月 1日までにお申込みください。 

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、貴社の情報を商談対象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 週間前を目処に事務局よりお知らせいたします。なお、商談対象外の商品での商談希

望等の理由により、ご参加いただけない場合には、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必

ずご確認のうえ、お申込みください） 

 

 

 

～裏面に続く～ 

ＬＬＬａａａｏｏｏｘｘｘとの商談会を開催します！ 

 

ラオックスは、蘇寧電器（中国家電量

販大手）傘下で、東京都港区に本社を

おく、総合免税販売大手。電気製品に

加え、ファッション小物、日用雑貨、

食品等、外国人観光向け商品を幅広く

取り扱う。2016 年 12 月末時点で

４２店舗を展開。 

【売上高】926 億円（2015 年 12 月） 

http://www.laox.co.jp/ 

午前の部と午後の部の 2 部構成で開催。いずれも冒頭にセミナーを
30 分開催した後、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、お申し込み後、事務局よりご連絡いたします。 



左の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。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 

【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）。 

(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 

③三菱東京 UFJ 銀行  瓦町支店  （当座） ０１０５２５１ 

＜振込先名義＞大阪商工会議所 

【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 富田・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 

「ラオックス編（５月２３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   「ザ・ベストバイヤーズ」商談会 のご案内 

      
 

 
 

 

大阪商工会議所では、ＪＲ東海管轄エリアを中心に駅売店業等を運営する東海キヨスク株式会社から

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「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、ぜひご参加ください！  

１．開 催 日 ２０１７年６月１９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） 

「東海キヨスクの紹介と取引条件」 

    東海キヨスク ご担当者より 

(2)参加各社との予約制による商談会（１社２５分） 

 

 

４．対象 下記商品を取り扱う製造業、卸売業 

（1）土産（菓子・食品等） 

（2）弁当・菓子パン・調理パン 

 (3) おつまみ 

・大阪・関西地域の食材・レシピ等を用いた商品や貴社独 

自のこだわり商品をご提案願います。（生鮮食品は除く） 

 

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。なお、上記対象外の商品での商談をご希望される場

合や取引要件等が合致しない場合、また定員を超えるお申し込みをいただいた場合には、ご参加いただけない可能性がありま

すこと、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名様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６月１日までにお申込みください。 

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、貴社の情報を商談対象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 週間前を目処に事務局よりお知らせいたします。なお、商談対象外の商品での商談希

望等の理由により、ご参加いただけない場合には、参加費をご返金いたします。（※【注意事項】を必

ずご確認のうえ、お申込みください） 

 

 

 

～裏面に続く～ 

東東東海海海キキキヨヨヨスススクククとの商談会を開催します！ 

    

 

東海キヨスク株式会社は 1987 年東

海旅客鉄道株式会社の関連会社とし

て分離独立。現在ＪＲ東海管轄エリア

を中心に、駅売店業(キヨスク)、老舗

の銘菓や地元の名産品のほか人気の

スイーツを取り扱うギフトショップ、

駅内外で事業を展開するコンビニ「ベ

ルマート」、各種専門店等 222 店舗

運営している。 

【売上高】550 億円（2014 年度） 

http://www.kiosk.co.jp/index.php 

午前の部と午後の部の 2 部構成で開催。いずれも冒頭にセミナーを
30 分開催した後、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、お申し込み後、事務局よりご連絡いたします。 



左の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。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 

【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）。 

(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 

③三菱東京 UFJ 銀行  瓦町支店  （当座） ０１０５２５１ 

＜振込先名義＞大阪商工会議所 

【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 富田・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 

「東海キヨスク編（６月１９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。 



※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。 

高校野球の聖地、人気球団の力で貴社の製品開発・販路拡大を応援する！

大阪商工会議所では、阪神甲子園球場、株式会社阪神タイガースより担当者を招き、同社が有する「阪神甲子園球場」各種

ロゴ、「スコアボード」「球場俯瞰図」、「Tigers」ロゴ等の球団商標、マスコット・選手肖像のライセンス利用に関する

個別商談会を開催します。日本を代表する球場や、超人気球団のライセンスを活用した製品開発やキャンペーン利用、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。

阪神甲子園球場は 1924 年の開場以来、春・夏の高校野球の開催地や阪神タイガースの本拠地として多

くの皆様に親しまれているとともに、甲子園ボウルや大型コンサートの開場としても利用され、野球ファン

のみならず日本中にその存在を認識して頂いております。年間の来場者数は約 380 万人。 

阪神タイガースは 1935 年に創設され、12 球団で 2 番目に歴史のある球団であり、昨年の平均入場者数

は約 4.1 万人で、関西圏のみならず全国にファンを持つ人気球団であります。 

ライセンス対象はこちら！ 

【実際のライセンス商品事例】 

【実際のライセンス商品事例】 

１． 開 催 日  ２０１７年４月１１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）：「阪神甲子園球場／阪神タイガースのライセンス事業について」

阪神甲子園球場／株式会社阪神タイガース 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  （例）①アパレル ②雑貨 ③食品・菓子 ④文具 等の製造業・卸売業（定員６０社） 

（※特定の政治団体や宗教団体に関連する商品、ギャンブルや風俗に関する商品を除く） 

 

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」 

阪神甲子園球場／阪神タイガース
ライセンス担当者との商談会

②スコアボード

甲子園名物である「甲子

園カレー」をカレーラーメン

にアレンジ。

老若男女、幅広い世代か

ら支持される甲子園球場

ブランドは様々な商品に活

用されています。 

～裏面に続く～

①阪神甲子園球場ロゴ

阪神甲子園球場 

①マスコット ②ロゴマーク・ユニフォーム

阪神タイガース 

アウトドアでも、タイガ

ース仕様のアイテムが

登場！！

甲子園へ応援に行く

際に役立つグッズが

大好評です。

その他、お菓子、雑

貨等でも様々な商品

が開発されています。 

③球場写真



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 
４／１１ザ･ライセンスフェア「阪神甲子園球場／阪神タイガース編」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（      ） 

商談希望の対象に○印

をお付けください 

（複数選択可） 

【阪神甲子園球場】 １．阪神甲子園球場ロゴ ２．スコアボード ３．球場写真 

【阪神タイガース】 １．マスコット ２．ロゴマーク・ユニフォーム 

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 富田・大石  

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



 
 

回数 社名 開催日 

① アマゾンジャパン 2013/4/23 

② ケンコーコム 2013/5/10 

③ フェリシモ 2013/5/21 

④ ロッピングライフ 2013/6/14 

⑤ 関西テレビハッズ 2013/6/28 

⑥ ＡＢＣメディアコム 2013/7/11 

⑦ 日本文化センター 2013/7/25 

⑧ オークローンマーケティング 2013/8/8 

⑨ 国分 2013/9/18 

⑩ 三井食品 2013/10/24 

⑪ 伊藤忠食品 2013/11/15 

⑫ 加藤産業 2013/12/19 

⑬ 山星屋 2014/1/24 

⑭ 東急ハンズ 2014/2/21 

⑮ 大近 2014/3/7 

⑯ モノタロウ 2014/4/9 

⑰ いかりスーパーマーケット 2014/5/16 

⑱ 世界文化社 2014/5/23 

⑲ ライトアップショッピング 2014/6/13 

⑳ ロイヤルホームセンター 2014/7/25 

㉑ 平和堂 2014/8/8 

㉒ 近商ストア 2014/9/26 

㉓ ドン・キホーテ 2014/10/2 

㉔ 伊藤忠食品 2014/10/17 

㉕ 三菱食品 2014/10/21 

㉖ イトーヨーカ堂 2015/2/19 

㉗ 東急ハンズ 2015/2/24 

㉘ フェリシモ 2015/4/17 

㉙ 三菱食品 2015/5/22 

㉚ ディノス・セシール 2015/6/4 

㉛ ビックカメラ 2015/6/15 

㉜ ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾃﾞｲﾘｰｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ 2015/7/14 

㉝ JALUX 2015/9/7 

㉞ 東急百貨店 2015/9/15 

㉟ サンプラザ 2015/10/8 

㊱ コープこうべ 2015/11/17 

㊲ NEXCO 西日本ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ 2015/12/8 

㊳ ライフコーポレーション 2016/1/22 
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㊴ 上新電機 2016/3/8 

㊵ ダイナック 2016/4/12 

㊶ ドン・キホーテ 2016/5/16 

㊷ 東急ハンズ 2016/5/24 

㊸ 全国通販 2016/6/6 

㊹ 日本アクセス 2016/6/10 

㊺ ジェイオーディ 2016/6/27 

㊻ キリン堂 2016/7/5 

㊼ アイリスオーヤマ 2016/7/19 

㊽ 髙山 2016/8/30 

㊾ アマゾンジャパン 2016/9/5 

 
 
 

① J リーグエンタープライズ 2014/6/3 

② 読売巨人軍 2014/6/20 

③ オリックス野球クラブ 2014/6/26 

④ 阪神タイガース 2014/7/11 

⑤ ＩＭＧ 2014/9/11 

⑥ 伊藤忠商事 2014/9/18 

⑦ 侍ジャパン 2015/4/23 

⑧ サンリオ 2015/6/25 

⑨ ＩＭＧ 2015/9/29 

⑩ 阪神甲子園球場 2015/11/13 

⑪ 大阪歴史博物館 2015/11/16 

⑫ あべのハルカス 2015/11/27 

⑬ サクラクレパス 2015/12/15 

⑭ JR 西日本商事 2016/2/16 

⑮ ＮＨＫエンタープライズ 2016/4/22 

⑯ プラザスタイル 2016/5/17 

⑰ 南海電気鉄道 2016/5/27 

⑱ 円谷プロダクション 2016/6/17 

⑲ 小学館集英社プロダクション 2016/7/12 

⑳ サンエックス 2016/12/6 

 
 
                                       以 上 

ザ・ライセンスフェア 過去開催実績 
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