記者配布資料
令和２年８月２５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」
（阪急キッチンエール関西、そごう・西武編）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（８／２５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)㈱阪急キッチンエール関西（１１月２４日（火））、(2) ㈱そごう・西武
（１１月２７日（金））の２社と商談を希望する企業の募集を開始する。
○ ㈱阪急キッチンエール関西は、阪急・阪神百貨店グループとして関西エリアで会員制食品宅
配サービスを展開しており、今回は日配・グロッサリー・惣菜・和洋菓子・生鮮などの食品
の仕入れ先を求めている。㈱そごう・西武は、国内に１５店舗の百貨店を展開しており、コ
スメ＆ビューティー、レディースシューズ、アクセサリー＆ウォッチ、レディースファッシ
ョン、メンズファッション、スポーツ、ベビー＆キッズ、インテリア（ホーム＆キッチン）、
趣味雑貨、ギフトといった１０分野の商材を募集する。㈱そごう・西武は、新型コロナウイ
ルス関連商材（新しい生活様式に対応するライフスタイルの提案につながる商品）も併せて
募集する。
○ 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２３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
⑲１１月１３日（金）㈱スクロール
㉑１１月１９日（木）トヨタ生活協同組合
㉓１１月２７日（金）㈱そごう・西武

⑱１１月１２日（木）東海キヨスク㈱
⑳１１月１８日（水）㈱コクミン
㉒１１月２４日（火）㈱阪急キッチンエール関西
（①～㉑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」（阪急キッチンエール関西、そごう・西武編）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

今年度の売り込み型商談会「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。現在、下記３社との
商談会参加企業様を募集しております。販路拡大をお考えの皆様は、是非この機会をご活用下さい！

阪急キッチン
エール関西

【定

員】３６社

◎食品（日配・グロッサリー・惣菜・和洋菓子・
生鮮など）
★安心安全な商品、希少性・こだわりを持つ商品、ブランド力のある商品等
★ターゲット：４０歳後半～６０歳前半のボリュームゾーン、７５歳以上の後
期高齢者
■要専門商社（商品・場合に応じて）
■ＰＬ保険加入、食品の場合は当社規定検査項目の提出あり

※健康食品・サプリメントは対象外
【開催日】2020 年

１1 月２４日（火）

そごう・西武

㈱阪急キッチンエール関西は、阪急・阪神百貨店グループの一員として、関西エリアで年
間 100 万件以上の宅配をする会員制食品宅配サービス会社です。毎日の食料品から日
用品、デパ地下で人気の惣菜、スイーツまで常時 3000 点以上の品揃えをしておりま
す。【HP】https://ec.k-yell.co.jp/

【定

員】２０社

①コスメ＆ビューティー②レディースシューズ
③アクセサリ－＆ウォッチ④レディ－スファッション
⑤メンズファッション⑥スポ－ツ⑦ベビ－＆キッズ
⑧インテリア（ホーム＆キッチン）⑨趣味雑貨⑩ギフト
★POP-UP 展開可能な取引先希望（店頭ポップアップ展開、弊社ネット販売）
①西武・そごうで販売可能な商品化されたもの②法令を遵守し、安全・安
心に配慮すること③安定的に商品を供給できること
◆コロナ関連商材のニーズ有：感染防止用単品商材でなく新しい生活様式
に対応するライフスタイル提案に繋がる商品
■要専門商社（商品・場合に応じて）■要 PL 保険加入■商品により品質管
理の事前確認有

※食品単品、OEM のご提案商品は対象外
【開催日】2020 年

１１月２７日（金）
１．開催場所

大阪商工会議所内

２．プログラム

㈱そごう・西武は、創業 1830 年、資本金 205 億円、店舗数国内 15 店舗（2020 年
9 月１日以降は 11 店舗）、売上高 5,894 億円（2020 年 2 月期）。
「想像以上の提案で、お客さまに発見を。」時代の流れとともにライフスタイルが多様化し
変化を続ける中で、そごう・西武は新しい発想を持って百貨店の枠を超えた提案力を発
揮し、お客さまに新たな未来を提供する企業を目指します。また、地域のお客さまのニー
ズに合った提案をおこない、地域に根ざした百貨店としてお客さまの期待に応えてまい
ります。【HP】http://www.sogo-seibu.co.jp/

会議室（大阪市中央区本町橋 2-8）

参加各社との時間予約制による商談会（10：00～17：00 うち商談は１社２５分）

※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。

３．対
象 上記商品取扱いの製造業・卸売業
４．参 加 費 大阪商工会議所会員１社 8,000 円、非会員１社 16,000 円

※各回ごとに参加費が必要です。
（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。

５．申込方法

「注意事項」を必ずご確認の上、下記ホームページから、または裏面の参加
申込書に必要事項ご記入いただき、FAX（06－6944－6565）にてお申込
みください。h t t p :// ww w. o s ak a .c ci.o r . jp / tb b /

～裏面に続く～

お申込みはこちら

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
参加をご希望の回に☑をお付けください
※下記の注意事項をご承諾の上でお申込みください。※各回ごとに参加費が必要です。

□ 阪急キッチンエール関西（11/24）

□ そごう・西武（11/27）

（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

http://

資本金

万円

従業員数

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

人

売上高

万円

□農林水産業 □その他

商品名：
今回売り込む商
品とその特長

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
□関係先からの紹介（具体的に⇒

□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、掛け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、予定時間の 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

