
 

記者配布資料 

令和３年４月１３日 

大阪経済記者クラブ会員各位 
 
 

個別商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 
ロイヤルホームセンター、ポプラ、キリン堂、世界文化リテイリング編の開催について  

～新型コロナウイルスからの需要回復に向け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、  

６月から個別商談会「ザ・ベストバイヤーズ」をスタートし、コロナ禍で苦境に立たされて

いる中小企業の需要回復に向けて販路開拓を支援する。本日から、ロイヤルホームセンター

㈱（７月１日（木））、㈱ポプラ（７月８日（木））、㈱キリン堂（７月１５日（木））、㈱世界

文化リテイリング（７月１６日（金））の４社と商談を希望する企業の募集を開始する。 

 
○ 「ザ・ベストバイヤーズ」は、自社の商材の販路開拓・拡大を求める中小企業が、時間予約

制で大手流通業のバイヤーと商談を行うもの。平成２５年４月から開始した事業で、これま
でに７４回開催、全国から２，１３１社（のべ数）の中小製造業・卸売業が参加した。 

 

○ ロイヤルホームセンター㈱は、大和ハウスグループの小売業としてホームセンターを展開し
ており、今回は工具・金物・塗料・資材・リフォーム・インテリア・ガーデニング・ペット
商品を取り扱う企業を募集。㈱ポプラは、全国に４管轄（関東・関西・中国・九州）を活動
エリアとするコンビニエンスストアを展開しており、今回は生活必需品全般（加工食品・雑
貨など）の仕入れを希望する。㈱キリン堂は、関西・四国・北陸・関東に３５０店舗超のド
ラッグストアを展開しており、今回はヘルス・ビューティー・雑貨・食品を募集。㈱世界文
化リテイリングは、月刊誌『家庭画報』を出版する世界文化ホールディングスの通販事業「家
庭画報ショッピングサロン」を運営しており、今回は食品、インテリア、実用品の仕入れ先
を求めている。また、withコロナ・新しい生活様式関連商材（感染防止対策商品、巣ごもり
需要対応商品）も併せて募集する。 

 
○ 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）。 
 

○ なお、商談会運営については、会場での検温やマスク着用、手指消毒、商談ブースへのア
クリルパネル設置等の新型コロナウイルス感染症対策を徹底する。また、通常実施してい
たバイヤーによる事前セミナーは開催せず、時間予約制による個別商談会のみを行う。 
 

以 上 
 
【添付資料】 
「ザ・ベストバイヤーズ」ロイヤルホームセンター、ポプラ、キリン堂、世界文化リテイリン
グ編 案内状 

【お問合先】大阪商工会議所 
流通・サービス産業部（帆足・井上） 

電話：０６－６９４４－６４４０ 

携帯：０９０－５１５１－８００４（４／１３限り） 



   

大阪商工会議所主催  個別商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 のご案内 

大 和 ハ ウ ス グ ル ー プ の ホ ー ム セ ン タ ー へ の 販 路 開 拓 の チ ャ ン ス ！ 
 

 

 

 

 

大阪商工会議所では、大和ハウスグループの小売業としてホームセンターを展開する、      
ロイヤルホームセンター株式会社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、 
個別商談会「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 ２０２１年７月１日（木）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(税込)、非会員１社 16,000円(税込)  
（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(メール) 
メールにてお送りします。 

 

【当日】 

商談会場へ 
予約時間の３０分前に受
付にお越しください。 
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。 
事務局からの連絡は全てメールで
行います。※ 
 
 

⇒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 

             

 

 

 

 

 

住宅メーカーである大和ハウス工業株式会社のグ

ループ会社として工具・金物・塗料・資材・リフォ

ーム・インテリア・ガーデニング・ペットを主体と

した「ホームインプルーブメント・ホームソリュー

ション・ホームインストレーション」を提供するホ

ームセンターです。特に以下の項目を重点に事業展

開を行います。 

(1) 高品質・高付加価値商品の販売 

(2) お客様の声を基にした品揃え・サービスの強化 

(3) 業務ニーズに対応した商品・サービスの強化 

【HP】https://www.royal-hc.co.jp/corporate/ 

◎工具・金物・塗料・資材・リフォーム・インテリア・ガ
ーデニング・ペット 
★量販ホームセンターとは差別化できるこだわった物つくりができる
メーカー、問屋の新規お取引先を募集。特に職人向けのハード商品の取
り扱いをしている企業様歓迎。 
■withコロナ・新しい生活様式関連商材のニーズ有 
・感染防止対策商品…従来の商材ではなく新しい需要に即した商品 
・巣ごもり需要商品…当社客層（50 代以上）に合った商品 
■専門商社：基本不要（必要に応じて商談中に相談） 
※食品、アパレル衣料（作業着は除く）、生体、IT・AV 関連は対象外 

※本会議所からのご連絡について(メール) 
お申込み完了後、お申込み完了メールをお送りします。お申込み後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。メールがお手元に届かな
い場合は、ご登録メールアドレスが間違っているか、ご利用のメール環境によっては「迷惑メールフォルダ」や「ゴミ箱」等に自動的に振り分けられている可能
性がありますので、ご確認お願いいたします。それでもメールが見つからない場合は、必ず事務局までご連絡ください。（TEL：06-6944-6440） 

 



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)お申込み完了後、お申込み完了メールをお送りします。事務局からの連絡は全てメールで行います。お申込み後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。メールがお手元に届かない場合は、ご登録メールアドレスが間違っているか、ご利用のメール環境によっては「迷惑メ
ールフォルダ」や「ゴミ箱」等に自動的に振り分けられている可能性がありますので、ご確認お願いいたします。それでもメールが見つからない場
合は、必ず事務局までご連絡ください。 

(2)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。 

(3)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。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)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。 
(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、本会議所は一切の責任を負いません。 
(8)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 

個別商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 参加申込書 
「ロイヤルホームセンター㈱（２０２１年７月１日(木)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  個別商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 のご案内 

コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア へ の 販 路 開 拓 の チ ャ ン ス ！ 
 

 

 

 

 

大阪商工会議所では、全国に４管轄（関東・関西・中国・九州）を活動エリアとするコンビニエンス
ストア、株式会社ポプラ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、個別商談会
「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 ２０２１年７月８日（木）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 ２４社 

６．参 加 費 大阪商工会議所会員１社 8,000円(税込)、非会員１社 16,000円(税込)  
（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(メール) 
メールにてお送りします。 

 

【当日】 

商談会場へ 
予約時間の３０分前に受
付にお越しください。 
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。 
事務局からの連絡は全てメールで
行います。※ 
 
 

⇒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～ 

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 

 

 

 

全国に４管轄（関東・関西・中国・九州）

を活動エリアとしており、店舗の立地で

は大学・職域・役所・ホテル・病院など

多岐にわたっているため、店舗毎、立地

毎の商品取り扱いが可能であり、柔軟に

対応しております。また、地区から全国

展開まで広がった事例も多数ございま

す。今後は、女性・シニアをコアターゲ

ットとした商品にも着目していきます。 

【HP】https://www.poplar-cvs.co.jp/ 

◎生活必需品全般（加工食品・雑貨など） 
①立地、ターゲットがはっきりしている商品 
②他 CVS に無いオリジナリティーのある商品 
③流行、情報発信できる商品 ④安心、安全管理ができている商品 
■withコロナ・新しい生活様式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） 

■商品価格帯：500円位まで ■商品ロット数：小ロット希望 

■ターゲット：老若男女 ■専門商社：基本不要（必要に応じて商談中に相談） 

■要ＰＬ保険加入（食品の場合は当社規定検査項目の提出あり） 

■当社商品センターへの納品が可能であること ■当社品質基準順守 

※原体の原材料等は対象外となります 

※本会議所からのご連絡について(メール) 
お申込み完了後、お申込み完了メールをお送りします。お申込み後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。メールがお手元に届かな
い場合は、ご登録メールアドレスが間違っているか、ご利用のメール環境によっては「迷惑メールフォルダ」や「ゴミ箱」等に自動的に振り分けられている可能
性がありますので、ご確認お願いいたします。それでもメールが見つからない場合は、必ず事務局までご連絡ください。（TEL：06-6944-6440） 
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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)お申込み完了後、お申込み完了メールをお送りします。事務局からの連絡は全てメールで行います。お申込み後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。メールがお手元に届かない場合は、ご登録メールアドレスが間違っているか、ご利用のメール環境によっては「迷
惑メールフォルダ」や「ゴミ箱」等に自動的に振り分けられている可能性がありますので、ご確認お願いいたします。それでもメールが見つから
ない場合は、必ず事務局までご連絡ください。 

(2)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。 

(3)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。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)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。 
(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、本会議所は一切の責任を負いません。 
(8)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 

個別商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 参加申込書 
「㈱ポプラ（２０２１年７月８日(木)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  個別商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 のご案内 

ド ラ ッ グ ス ト ア へ の 販 路 開 拓 の チ ャ ン ス ！ 
 

 

 

 

 

大阪商工会議所では、関西を中心に 350 店舗超を展開するドラッグストアチェーン、       
株式会社キリン堂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、個別商談会「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 ２０２１年７月１５日（木）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(税込)、非会員１社 16,000円(税込)  
（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(メール) 
メールにてお送りします。 

 

【当日】 

商談会場へ 
予約時間の３０分前に受
付にお越しください。 
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。 
事務局からの連絡は全てメールで
行います。※ 
 
 

⇒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 

 

 

 

関西・四国・北陸・関東にドラッグスト

ア『キリン堂』を 35０店舗超を出店し

ているドラッグストアチェーンです。私

たちキリン堂は、1955 年の創業以来、

健康な人に健康を提案する「未病」とい

うテーマを掲げております。健康産業と

して地域の皆さまに寄り添い、社会に貢

献する企業であり続けたいと考えてお

ります。 

【HP】https://www.kirindo.co.jp/ 

◎ヘルス、ビューティ、雑貨、食品 

★対象商材の仕入商品の提案およびプライベートブランドの製造 
※8,000円以上の商品は対象外となります 
 
■withコロナ・新しい生活様式関連商材のニーズ有 

マスク及び散布型消毒剤を除いた新生活スタイル提案商品 

■専門商社要否：仕入商品は原則弊社指定の卸店経由 

※卸店機能を有する企業様は除く 

※プライベートブランド商品製造提案は別途ご相談 

■要ＰＬ保険加入・食品はＨＡＣＣＰの基準を満たすことが前提 

※本会議所からのご連絡について(メール) 
お申込み完了後、お申込み完了メールをお送りします。お申込み後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。メールがお手元に届かな
い場合は、ご登録メールアドレスが間違っているか、ご利用のメール環境によっては「迷惑メールフォルダ」や「ゴミ箱」等に自動的に振り分けられている可能
性がありますので、ご確認お願いいたします。それでもメールが見つからない場合は、必ず事務局までご連絡ください。（TEL：06-6944-6440） 
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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)お申込み完了後、お申込み完了メールをお送りします。事務局からの連絡は全てメールで行います。お申込み後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。メールがお手元に届かない場合は、ご登録メールアドレスが間違っているか、ご利用のメール環境によっては「迷惑メ
ールフォルダ」や「ゴミ箱」等に自動的に振り分けられている可能性がありますので、ご確認お願いいたします。それでもメールが見つからない場
合は、必ず事務局までご連絡ください。 

(2)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。 

(3)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。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)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。 
(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、本会議所は一切の責任を負いません。 
(8)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 

個別商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 参加申込書 
「㈱キリン堂（２０２１年７月１５日(木)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  個別商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 のご案内 

「 家 庭 画 報 シ ョ ッ ピ ン グ サ ロ ン 」 通 販 へ の 販 路 開 拓 の チ ャ ン ス ！ 
 

 

 

 

 

大阪商工会議所では、月刊誌『家庭画報』を出版する世界文化ホールディングスの通販事業、    
株式会社世界文化リテイリングから家庭画報ショッピングサロンの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、個別商談会「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 ２０２１年７月１６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(税込)、非会員１社 16,000円(税込)  
（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(メール) 
メールにてお送りします。 

 

【当日】 

商談会場へ 
予約時間の３０分前に受
付にお越しください。 
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。 
事務局からの連絡は全てメールで
行います。※ 
 
 

⇒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 

 

 

 

 

母体は、ライフスタイル月刊誌『家庭画報』

などを発行する世界文化ホールディングス。

2020 年 4 月 1 日より世界文化リテイリン

グが通販事業を承継しました。「家庭画報シ

ョッピングサロン」を運営しており、各種カ

タログとＥＣにて、食品、ファッション、イ

ンテリア、生活雑貨など多岐にわたる高品質

なアイテムの通販展開をしています。カタロ

グは年間 8 回前後、8 万部刊行。無料配布。 

【HP】https://shop.sekaibunka.com/ 

 

◎食品、インテリア、実用品（高級感、ストーリーのある

こだわりの品） 
■withコロナ・新しい生活様式関連商材のニーズ有 
・食品…食べきられる個包装、レンジアップなどの簡単なもの、常温品で常備
できるもの、添加物は極力不使用のもの 

・実用品…防災対策、感染症対策を含む、衛生商品 
■商品価格帯： 
・食品…上代価格（送料・税別）3,000～4,000円 
・インテリア、実用品…上代価格（送料・税別）5,000円～ 
■専門商社：基本不要（必要に応じて商談中に相談） 
■ターゲット・利用シーン：40～60代女性、ご夫婦、おひとり単位 
※安価な品、通販に不向きな品は対象外、食品は中国産の原材料は不可 

※本会議所からのご連絡について(メール) 
お申込み完了後、お申込み完了メールをお送りします。お申込み後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。メールがお手元に届かな
い場合は、ご登録メールアドレスが間違っているか、ご利用のメール環境によっては「迷惑メールフォルダ」や「ゴミ箱」等に自動的に振り分けられている可能
性がありますので、ご確認お願いいたします。それでもメールが見つからない場合は、必ず事務局までご連絡ください。（TEL：06-6944-6440） 
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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)お申込み完了後、お申込み完了メールをお送りします。事務局からの連絡は全てメールで行います。お申込み後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。メールがお手元に届かない場合は、ご登録メールアドレスが間違っているか、ご利用のメール環境によっては「迷惑メ
ールフォルダ」や「ゴミ箱」等に自動的に振り分けられている可能性がありますので、ご確認お願いいたします。それでもメールが見つからない場
合は、必ず事務局までご連絡ください。 

(2)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。 

(3)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。 

(4)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。 

(5)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。 

(6)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。 
(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、本会議所は一切の責任を負いません。 
(8)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 

個別商談会「ザ・ベストバイヤーズ」 参加申込書 
「㈱世界文化リテイリング（２０２１年７月１６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。 


