秋

工会
田商

議所 販路拡大促進

事業

下記バイヤー15社との
『個別商談会』及び
『展示商談』
参加バイヤー

㈱仙台三越

㈱藤崎 

品】 土産品、
ギフト、催事、ネット通販
商談品目 【食
【特に希望】 催事商品
【NG 品目】 生鮮・惣菜・グロサリー

品】 全般、ギフト商品
商談品目 【食
【特に希望】 飲食店の加工食品

▶ https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sendai.html

▶ http://www.fujisaki.co.jp

日本航空㈱ 

㈱Ｊａ
ｌ
ｕｘ（ジャルックス）

▶ https://www.jal.co.jp/jalmile/use/furusato

▶ https://www.jalux.com/

品】 マイレ－ジポイントで交換するギフト商品
商談品目 【食
※新作商品の認知度向上等にご利用ください

【特に希望】 スイーツ関連（CAとのコラボ企画に繋げます）

品】 催事以外全般
商談品目 【食
【特に希望】 地域色の強い食品、加工食品
【NG 品目】 産地直送便が出来ないもの
賞味期限が非常に短いもの

㈱上村物産（催事代理販売：イトーヨーカ堂他）

㈱そごう・西武 西武秋田店

▶ https://uemurabussan.wixsite.com/index

▶ https://www.sogo-seibu.jp/akita

品】 土産品、催事向け食品
商談品目 【食
【民 芸 品】 催事商品
【特に希望】 東北物産市に出品する銘産品・銘菓等

ＡＮＡＦＥＳＴＡ㈱
商談品目 【食
【商

品】 土産品
談】 秋田店、大館能代店の両店舗

商談品目 【食
品】 生鮮、惣菜、グロサリー、催事向け食品
【特に希望】 洋菓子、生鮮

秋田空港ターミナルビル㈱
商談品目 【食
品】 土産品、ギフト、ネット通販
【民 芸 品】 土産品、ネット通販

▶ https://www.anafesta.com/

▶ http://www.akita-airport.com/

㈱秋田県物産振興会

㈱秋田ＳＤＩサービス

▶ http://www.a-bussan.jp/

▶ http://www.selion-akita.com/

商談品目 【食

品】 グロサリー、土産品、ギフト、催事向け食品、
ネット通販
【民 芸 品】 土産品、ネット通販

ＪＲ東日本東北総合サービス㈱

①本社商品部 商談品目 【食 品】土産品、ギフト、ネット通販
【民芸品】土産品、
ネット通販
商談品目 【食 品】グロサリー、土産品、ギフト、催事
②盛岡支店
【民芸品】土産品、
催事
商談品目 【食 品】グロサリー、土産品
③秋田支店

10月27日水

▶ https://www.livit.jregroup.ne.jp/company/

日時

会場

お問合せ先

2021年

13:00-17:00

ホテルメトロポリタン秋田
3階グランデ （秋田市中通7丁目2-1）

商談品目 【食
【商

ネクセリア東日本㈱

①錦秋湖SA集約店
（商談：㈱家族亭）
商談品目 【食 品】土産品

②岩手山SA下り線
（商談：㈱ナックス）

商談品目 【食 品】土産品
【特に希望】個包装の自家商品、賞味期限の長い商品（1ヶ月以上）
【NG品目】酒類

▶ https://e-nexco-nex-area.co.jp/

商談時間
参 加 費
申込締切
◎注意事項
		

秋田商工会議所 経営支援課［担当：厚木］
https://www.akitacci.or.jp/shoudan

品】グロサリー、土産品
談】道の駅あきた港セリオン

1社25分（最大6社分）
3,000円（税込）

2021年9月3日金まで

・参加費の返金はできませんので予めご了承ください。
・会場内外問わず調理行為、
危険物の持ち込みはできません。

TEL：018
（866）
6677／FAX：018
（862）
2101
Ｅメール／shien@akitacci.or.jp

申込締切

2021 年 9 月 3 日
（金）
申込書は右記よりダウンロード可能です⇒https://www.akitacci.or.jp/shoudan
①事 業 所 名
②住

所

③ 参加者氏名
⑤電
⑧貴

④役

話
社

HP

⑩加 入 状 況

⑥ ＦＡＸ

□あり

□なし

地元の商工会議所に入会

□している

⑦携

帯

⑨ E メール

（必須）

□していない

※「商工会」ではございませんのでご注意ください

⑪ 商談希望先
（６つまで）

職

入会している商工会議所名
（
）商工会議所

□仙台三越 □藤崎
□日本航空
□ Jalux
□上村物産
□西武秋田店 □ＡＮＡＦＥＳＴＡ □秋田空港ターミナルビル
□秋田県物産振興会
□秋田ＳＤＩサービス（道の駅あきた港セリオン）
JR 東日本東北総合サービス…… □本社商品部 □盛岡支店
□秋田支店
ネクセリア東日本………………… □錦秋湖 SA 集約店 □岩手山 SA 下り線
（任意様式、枚数は2枚まで）
※ＦＣＰシート以外の商品ＰＲがある場合はＥメールにて送付ください

⑫商 談 商 品

【 申 込 先 】

秋田商工会議所

経営支援課

FAX 018-862-2101

担当：厚木

E-mail shien@akitacci.or.jp

※食品用商談シート（ＦＣＰ）が必要となりますので、ご準備ください（参加申込書受領後、事務局よりご連絡いたします）

新型コロナウイルス感染防止対策について

商談先確定までの流れ

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じながら商談会を開催
いたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
（主な対策） ・個別商談ブースへの飛沫防止シート設置
・試食品の制限（未開封品を各商談時に開封し提
供する場合のみ認める）
※その他対策についてはホームページ
（https://www.akitacci.or.jp/shoudan）をご覧ください。

①受領した「本申込書、商談商品及び商品 PR 用紙（任意様式）
、
各商品の FCP シート」を希望バイヤーへ送付します。
※商談商品が食品以外の場合は、FCP シートではなく商品パン
フレット等を送付
②各バイヤーより商談希望先を取りまとめ、商談先選定結果を皆
様へ通知します。（開催 10 日前まで）
※必ずしも商談ができるとは限りませんので予めご了承ください。

展示商談について

事前・事後セミナー参加のお願い

個別商談に参加する方を対象に、会場中央に簡易商品展示スペー
スを設置します。
各バイヤーは 25 分間の展示商談時間を予定しており、個別商談
先以外への商談機会を創出します。
※詳細は商談先確定後に対象者へご案内いたします。

本商談会に向けた事前セミナー（説明会）を 10 月上旬、商談会
後のバイヤー評価を基にした課題解決のための事後セミナーを
1 月にそれぞれ開催を予定しています。商談会参加の方には別途
ご案内いたしますので、万障お繰り合わせの上、ご参加ください。

