記者配布資料
令和２年８月６日
大阪経済記者クラブ会員各位

毎日が商談会「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」（東急ハンズ、エー・ビー・シー
メディアコム、西日本高速道路ロジスティックス、ひこばえ編）の開催について
～１０月～１１月は販路開拓月間！新型コロナウイルスに打ち勝つ中小企業の販路開拓を応援！～

【お問合先】大阪商工会議所
流通・サービス産業部（小西・湯谷）
電話：０６－６９４４－６４４０
携帯：０９０－５１５１－８００４（８／６限り）

○ 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、
１０月～１１月を「毎日が商談会！販路開拓強化月間」とし、商談会「買いまっせ！売れ筋
商品発掘市」をほぼ毎日開催することで、新型コロナウイルス感染拡大で苦境に立たされて
いる中小企業の販路開拓を強力に支援する。
○ 本日からは、(1) ㈱東急ハンズ（１１月４日（水））、(2) ㈱エー・ビー・シーメディアコム
（１１月６日（金））、(3) 西日本高速道路ロジスティックス㈱（１１月９日（月））、(4)㈱
ひこばえ（１１月１０日（火））の４社と商談を希望する企業の募集を開始する。
○ ㈱東急ハンズは、生活雑貨、食品等の多彩な商品を取り扱う専門店を展開しており、今回は
ハウスウエア、ヘルス＆ビューティー、ステーショナリー、インテリア、アウトドア、バラ
エティ、パーソナル、ツール＆マテリアル、ホビー・クラフト、食品関連といった１０分野
の商品を求めている。㈱エー・ビー・シーメディアコムは、朝日放送「せのぶら本舗」を中
心に通販事業を展開しており、健康器具、寝具、宝飾、調理器具、化粧品、美容グッズ、衣
類、雑貨、食品、施工サービス等を募集する。西日本高速道路ロジスティックス㈱は、ＮＥ
ＸＣＯ西日本（近畿、中四国、九州地方）の高速道路ＳＡ・ＰＡに販売網を有しており、今
回は食品、雑貨の仕入れを希望する。㈱ひこばえは、約４万世帯の会員に食品・生活用品を
供給する「関西よつ葉連絡会」を展開しており、食品、雑貨を募集する。㈱東急ハンズと西
日本高速道路ロジスティックス㈱の２社は、新型コロナウイルス関連商材（衛生商品、新し
い生活様式への提案がある商品等）も併せて募集する。
○ 他の大手流通企業とも商談会の開催を調整しており、１０月～１１月で、２０回以上の商談
会を開催する見込み。今後開催内容が固まり次第、順次発表し売り手企業を募集していく。
○ なお、商談会運営については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から「３密」を回避
するため、買い手の大手流通企業ごとに日程を分散した時間予約制での商談会とする。
○ 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）。
○ 現在下記の１３社が売り手企業の申込みを受け付けている。
①９月２４日（木） ㈱仁科百貨店
②９月２９日（火） ㈱丸善ジュンク堂書店
③１０月８日（木） 大西衣料㈱
④１０月９日（金） ㈱近商ストア
⑤１０月１３日（火）㈱ダスキン
⑥１０月１６日（金）㈱フェリシモ

⑦１０月２０日（火）コーナン商事㈱
⑧１０月２１日（水）㈱アズナス
⑨１０月２２日（木）㈱コンシェルジュ（大阪いずみ市民生協グループ）
⑩１０月２３日（金）㈱ＪＲ西日本デイリーサービスネット
⑪１０月２６日（月）㈱近鉄百貨店
⑫１０月２７日（火）㈱読売情報開発大阪
⑬１０月３０日（金）㈱イトーヨーカ堂 ⑭１１月４日（水） ㈱東急ハンズ
⑮１１月６日（金） ㈱エー・ビー・シーメディアコム
⑯１１月９日（月） 西日本高速道路ロジスティックス㈱
⑰１１月１０日（火）㈱ひこばえ （①～⑬は発表済、売り手企業募集中）
以 上
【添付資料】
「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」（東急ハンズ、エー・ビー・シーメディアコム、
西日本高速道路ロジスティックス、ひこばえ編）案内状

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

大阪商工会議所主催 今年は年中開催！ 「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」

vol.14 ご案内

住まいと生活に関連する商品を幅広く取り揃える専門店 への販路開拓のチャンス！

との商 談 会 を開 催 ！
大阪商工会議所では、生活雑貨、文具、キッチン用品、DIY、食品等、多彩な商品を取り扱う専門店、
株式会社東急ハンズ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、商談会「買いま
っせ！売れ筋商品発掘市」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！
今年度の「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」は、
「３密」回避のため日程を分散し、バイヤー企業ごとに時間予約制で行います。
事前にバイヤー企業が申込み企業との商談可否を決定し、商談時間も事前にお知らせいたします。

１． 開 催 日

２０２０年１１月４日（水）午前の部（10:00～13:00）、午後の部（14:00～17:00）
※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。

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）

地下鉄堺筋線・堺筋本町駅、地下鉄谷町線・谷町 4 丁目駅より徒歩 7 分

３．プログラム

時間予約制による商談会（１社２５分）

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。

４．対 象(下記商品取扱いの製造業・卸売業)
1.ハウスウエア（キッチン用品・食材・バストイレ用品・クリーン用品）
2.ヘルス＆ビューティ（ヘアケア・フェイスケア・オーラルケア・健康用品・リラックス用品）
3.ステーショナリー（文房具・ウェディング用品・アルバム・フォトフレーム）
4.インテリア（収納用品・照明・時計・インテリア雑貨・寝具・スリッパ・グリーン）
5.アウトドア（トラベル用品・ウェザー・鞄・帽子）
6.バラエティ（ゲーム・玩具・モバイル・キャラクター用品・パーティ用品）
7.パーソナル（財布・アクセサリー・ファッション雑貨・キーホルダー）
8.ツール＆マテリアル（素材・接着補修・靴補修・防災用品）
9.ホビー・クラフト（模型・レザークラフト・手芸）
10.食品関連（ご当地食品をはじめ、バレンタインなどの季節お菓子）
◆コロナ関連商材のニーズ有（マスクについては、不織布は不要。布ものでブランド・
ご当地製・クリエイター製作など打ち出しのできるもの希望。またコロナ禍対応で新し
い生活様式へ提案のあるものなど。）
■必要検査・証明・保険（法令順守にのっとり検査等実施証あればご持参ください。）

※法令順守は必須。ＯＥＭ製品のご提案はお受けしておりません。

５．定 員

８０社

ハンズでは、すべての商品をお客様の生活を豊かに
するための「素材」であると考え、お客様のご要望
に何とかしてお応えしたいという思いで、豊富な
「素材」を蓄えてきました。これら豊富な素材こそ
が「ハンズの商品力」。この商品力によって、ハン
ズならではのモノやアイデアを発見するよろこび
をお客様一人ひとりに感じていただきたいと考え
ています。【HP】https://hands.net/

■注意事項・特記事項
①素材や商品作り等に「こだわり」のある商品
②ご来店いただくお客様の期待に添えるクオリティ
の高い商品
③品質が常に安定している商品
④価格と品質のバランスがとれている商品を求めて
います。

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。

６．参 加 費 大阪商工会議所会員１社 8,000 円、非会員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。
）

商談会開催後、請求書を送付し
ます。

７．申込みから商談までの流れ
【開催３週間前迄に】
お申込み(ＨＰ・ＦＡＸ)

【開催３～１週間前】

【開催 1 週間前～】

事前選考の結果通知(メール)

参加証送付

バイヤー企業が貴社との商談の可否を決定し
ます。
お申し込み後、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（TEL：06-6944-6440）。

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。

FAX かメールにて
お送りします。

【当日】
商談会場へ

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。

参加証をご持参ください。

～裏面に続く～

【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。

FAX：０６-６９４４-６５６５

大阪商工会議所 流通･サービス産業部 行

買いまっせ！売れ筋商品発掘市

参加申込書

「㈱東急ハンズ（２０２０年１１月４日(水)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。
（フリガナ）

会社名

（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.

ご参加者

FAX.

部署・役職
氏名

部署・役職
氏名

メールアドレス
URL
資本金

http://
万円

従業員数

人

業種に☑をお
□製造業 □卸売業 □製造卸売業 □製造小売業
付けください
専門商社との
□ある
□今後取引を予定
□ない
お取引
商品名：
今回売り込む商
品とその特長

売上高

□農林水産業 □その他（

万円
）

貴社の
セールスポイント
今回参加の目的等

複数回答可。以下に☑ をお付けください。
□メールでの案内
□関係先からの紹介（具体的に⇒

本商談会を知った
□ダイレクトメールでの案内
きっかけについて

□ＦＡＸでの案内

□ＨＰ・ＳＮＳでの案内
例）○○銀行 ）

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）

大阪商工会議所 ◆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。
への入会について
□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)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。
(2)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。
(3)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。
(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（※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。
(5)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。
(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、本会議所は一切の責任を負いません。
(7)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

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

大阪商工会議所主催 今年は年中開催！「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」

vol.15 のご案内

朝日放送「せのぶら本舗」を中心に事業展開する通販への販路開拓のチャンス！

との商 談 会 を開 催 ！
大阪商工会議所では、朝日放送「せのぶら本舗」を中心に通販事業を展開する、株式会社エー・ビー・
シーメディアコム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、商談会「買いまっ
せ！売れ筋商品発掘市」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！
今年度の「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」は、
「３密」回避のため日程を分散し、バイヤー企業ごとに時間予約制で行います。
事前にバイヤー企業が申込み企業との商談可否を決定し、商談時間も事前にお知らせいたします。

１． 開 催 日

２０２０年１１月６日（金）午前の部（10:00～13:00）、午後の部（14:00～17:00）
※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。

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）
朝日放送「せのぶら本舗」
（毎週月～水/午前中）を
中心にテレビ 通販事業を
展開。

地下鉄堺筋線・堺筋本町駅、地下鉄谷町線・谷町 4 丁目駅より徒歩 7 分

３．プログラム

時間予約制による商談会（１社２５分）

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。

ABC ラジオ内でラジオ通販事業も行って
います。ジャンルを問わず幅広い商品を扱
っています。朝日放送グループ企業であり、
通販サイト「ABC かうも。
」
、カタログ通販
も運営しています。さらに通販サイト「ABC
かうも。
」限定商品を積極的に募集中です。
【HP】h t t p s : / / s h o p . a s a h i . c o . j p /

４．対 象(下記商品取扱いの製造業・卸売業)
◎健康器具・寝具・宝飾・調理器具・化粧品・
美容グッズ・衣類・雑貨・食品・施工サービス ほか
★60 代以上の女性がターゲットなので、年配の女性が好まれるものが希望。
もしくは男女兼用も可能。ターゲットが男性のみのものは不可。
※アルコール類、ダイエット食品、健康食品、水素水関連、EMS は扱ってい
ません。また、趣味性、嗜好性の強い商品、飲料等は採用実績がありませ
ん。
■商品価格帯【テレビ】単価が 5,000 円前後からのものが希望（セット組してその
価格になるのであれば可）安価なものはお取り扱いが難しい場合もあります。
【ネット】比較的安価（2,000 円前後）なものからお取り扱い可能です。

５．定 員

３０社

■商品ロット数
最小１個（受注発注のためできるだけ少ロット希望）

■必要検査・証明・保険
化粧品・健康器具等、商品内容や表現における考査は
大変厳しい基準を設けています。第三者機関の証明が
必要な場合があります。

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。

６．参 加 費 大阪商工会議所会員１社 8,000 円、非会員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。
）

商談会開催後、請求書を送付し
ます。

７．申込みから商談までの流れ
【開催３週間前迄に】
お申込み(ＨＰ・ＦＡＸ)

【開催３～１週間前】

【開催 1 週間前～】

事前選考の結果通知(メール)

参加証送付

バイヤー企業が貴社との商談の可否を決定し
ます。
お申し込み後、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（TEL：06-6944-6440）。

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。

FAX かメールにて
お送りします。

【当日】
商談会場へ

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。

参加証をご持参ください。

～裏面に続く～

【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。

FAX：０６-６９４４-６５６５

大阪商工会議所 流通･サービス産業部 行

買いまっせ！売れ筋商品発掘市

参加申込書

「㈱エー・ビー・シーメディアコム（２０２０年１１月６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。
（フリガナ）

会社名

（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.

ご参加者

FAX.

部署・役職
氏名

部署・役職
氏名

メールアドレス
URL
資本金

http://
万円

従業員数

人

業種に☑をお
□製造業 □卸売業 □製造卸売業 □製造小売業
付けください
専門商社との
□ある
□今後取引を予定
□ない
お取引
商品名：
今回売り込む商
品とその特長

売上高

□農林水産業 □その他（

万円
）

貴社の
セールスポイント
今回参加の目的等

複数回答可。以下に☑ をお付けください。
□メールでの案内
□関係先からの紹介（具体的に⇒

本商談会を知った
□ダイレクトメールでの案内
きっかけについて

□ＦＡＸでの案内

□ＨＰ・ＳＮＳでの案内
例）○○銀行 ）

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）

大阪商工会議所 ◆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。
への入会について
□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)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。
(2)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。
(3)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。
(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（※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。
(5)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。
(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、本会議所は一切の責任を負いません。
(7)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

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

大阪商工会議所主催 今年は年中開催！「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」

vol.16 のご案内

N E X C O 西 日 本 の 高 速 道 路 S A ・ P A へ の 販 路 開 拓 のチ ャ ン ス ！

との商 談 会 を開 催 ！
大阪商工会議所では、NEXCO 西日本（近畿、中四国、九州地方）の高速道路 S A·P A に販売網を
有する、西日本高速道路ロジスティックス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、商談会「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」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！
今年度の「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」は、
「３密」回避のため日程を分散し、バイヤー企業ごとに時間予約制で行います。
事前にバイヤー企業が申込み企業との商談可否を決定し、商談時間も事前にお知らせいたします。

２０２０年１１月９日（月）午前の部（10:00～13:00）、午後の部（14:00～17:00）

１． 開 催 日

※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。

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）

地下鉄堺筋線・堺筋本町駅、地下鉄谷町線・谷町 4 丁目駅より徒歩 7 分

３．プログラム

時間予約制による商談会（１社２５分）

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。

４．対 象(下記商品取扱いの製造業・卸売業)

N E XＣＯ西日本グループである当社は、近
畿、中四国、九州地方の高速道路 S A ·P A
に販売網を有しております。地域色豊かな商
品等を高速道路で販売する事により、お客様
満足度の向上を図っております。
【HP】https://www.w-logi.jp/

◎食品・雑貨
★安心安全で質の高い商品はもちろんですが、「地域性」「希少性」「流行」
にこだわった商品、
「ワクワク感」
「ハレ感」を創出し、お客様満足の向上
を図れる商品。食料品（自家需要、お徳用商品も可）
、雑貨等。
★食品サンプルの提出が必要です。
◆コロナ関連商材のニーズ有
衛生商品（マスク、除菌関連商品等）
※輸入商品は対象外です（新型コロナ関連商品は除く）
。

５．定 員

３０社

■必要検査・証明・保険
・P L 保険加入（同等可）
・食品に関しては菌検査提出
（一般生菌＋大腸菌郡＋黄色ブドウ球菌）

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。

６．参 加 費 大阪商工会議所会員１社 8,000 円、非会員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。
）

商談会開催後、請求書を送付し
ます。

７．申込みから商談までの流れ
【開催３週間前迄に】
お申込み(ＨＰ・ＦＡＸ)

【開催３～１週間前】

【開催 1 週間前～】

事前選考の結果通知(メール)

参加証送付

バイヤー企業が貴社との商談の可否を決定し
ます。
お申し込み後、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（TEL：06-6944-6440）。

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。

FAX かメールにて
お送りします。

【当日】
商談会場へ

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。

参加証をご持参ください。

～裏面に続く～

【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。

FAX：０６-６９４４-６５６５

大阪商工会議所 流通･サービス産業部 行

買いまっせ！売れ筋商品発掘市

参加申込書

「西日本高速道路ロジスティックス㈱（２０２０年１１月９日(月)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。
（フリガナ）

会社名

（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.

ご参加者

FAX.

部署・役職
氏名

部署・役職
氏名

メールアドレス
URL
資本金

http://
万円

従業員数

人

業種に☑をお
□製造業 □卸売業 □製造卸売業 □製造小売業
付けください
専門商社との
□ある
□今後取引を予定
□ない
お取引
商品名：
今回売り込む商
品とその特長

売上高

□農林水産業 □その他（

万円
）

貴社の
セールスポイント
今回参加の目的等

複数回答可。以下に☑ をお付けください。
□メールでの案内
□関係先からの紹介（具体的に⇒

本商談会を知った
□ダイレクトメールでの案内
きっかけについて

□ＦＡＸでの案内

□ＨＰ・ＳＮＳでの案内
例）○○銀行 ）

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）

大阪商工会議所 ◆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。
への入会について
□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)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。
(2)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。
(3)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。
(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（※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。
(5)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。
(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、本会議所は一切の責任を負いません。
(7)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

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

大阪商工会議所主催 今年は年中開催！「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」

vol.17 のご案内

約４万世帯に販路を持つ食品宅配事業への販路開拓のチャンス！

との商 談 会 を開 催 ！
大阪商工会議所では、関西一円 20 箇所の配送センターから、約４万世帯の会員に食品・生活用品を
供給する「関西よつ葉連絡会」、株式会社ひこばえ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、商談会「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」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！
今年度の「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」は、
「３密」回避のため日程を分散し、バイヤー企業ごとに時間予約制で行います。
事前にバイヤー企業が申込み企業との商談可否を決定し、商談時間も事前にお知らせいたします。

１． 開 催 日

２０２０年１１月１０日（火）午前の部（10:00～13:00）、午後の部（14:00～17:00）
※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。

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）
「生産者と消費者を結ぶ」を
モットーに、安心で新鮮な食
品の宅配事業を始めて 35 年。
関西よつ葉連絡会グループの
仕入れ部門として、商品の仕
入れ・商品開発と商品カタロ
グの制作を担当しています。

地下鉄堺筋線・堺筋本町駅、地下鉄谷町線・谷町 4 丁目駅より徒歩 7 分

３．プログラム

時間予約制による商談会（１社２５分）

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。

４．対 象(下記商品取扱いの製造業・卸売業)

◎雑貨品

グループとしては、関西一円に 20 箇所の配送セン
ターがあり、約４万世帯の会員に対し、週に１度自
社の配達員が商品をお届けしています。現在では、
人と環境に配慮した雑貨や手づくりの限定商品も
取り扱いをしています。
【HP】http://www.yotuba.gr.jp/

①塩ビは NG（非フタル酸は OK）。②環境と人の健康に配慮した商品。
③できるだけ国内生産が望ましい。
★働く母親をサポートする商品。伝統を大切にしながら現代の生活に適応する
生活用品、地場産業品、伝統工芸品。
★雑貨品については、持ち込みチラシ含めてご提案いただけると歓迎です。
※野菜、米、果物など農産品。牛肉、豚肉。養殖魚（加工品含む）は対象外

■商品ロット数：実数取引希望
■ターゲット：一般家庭向けの商品であること。
■必要検査・証明・保険：ＰＬ保険加入、食品の
場合は弊社規定検査項目の提出あり。

◎食品
★化学的な添加物、遺伝子組み換え原料は NG。原料は基本的に国産であり高品
質な原料と丁寧な製法にこだわった商品。産地・生産者がトレースできるこ
と。生産者のこだわりをカタログ紙面を通して消費者に伝えたい。

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、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。

６．参 加 費 大阪商工会議所会員１社 8,000 円、非会員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。
）

商談会開催後、請求書を送付し
ます。

７．申込みから商談までの流れ
【開催３週間前迄に】
お申込み(ＨＰ・ＦＡＸ)

【開催３～１週間前】

【開催 1 週間前～】

事前選考の結果通知(メール)

参加証送付

バイヤー企業が貴社との商談の可否を決定し
ます。
お申し込み後、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（TEL：06-6944-6440）。

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。

FAX かメールにて
お送りします。

【当日】
商談会場へ

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。

参加証をご持参ください。

～裏面に続く～

【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。

FAX：０６-６９４４-６５６５

大阪商工会議所 流通･サービス産業部 行

買いまっせ！売れ筋商品発掘市

参加申込書

「㈱ひこばえ（２０２０年１１月１０日(火)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。
（フリガナ）

会社名

（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.

ご参加者

FAX.

部署・役職
氏名

部署・役職
氏名

メールアドレス
URL
資本金

http://
万円

従業員数

人

業種に☑をお
□製造業 □卸売業 □製造卸売業 □製造小売業
付けください
専門商社との
□ある
□今後取引を予定
□ない
お取引
商品名：
今回売り込む商
品とその特長

売上高

□農林水産業 □その他（

万円
）

貴社の
セールスポイント
今回参加の目的等

複数回答可。以下に☑ をお付けください。
□メールでの案内
□関係先からの紹介（具体的に⇒

本商談会を知った
□ダイレクトメールでの案内
きっかけについて

□ＦＡＸでの案内

□ＨＰ・ＳＮＳでの案内
例）○○銀行 ）

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）

大阪商工会議所 ◆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。
への入会について
□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)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。
(2)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。
(3)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。
(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（※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。
(5)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。
(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、本会議所は一切の責任を負いません。
(7)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

