
この合同商談会は、福岡県をはじめとする行政、商工団体、金融機関、士業団体などで構成された支援
機関が一体となって、県内各地域の中小企業・小規模事業者の経営支援に取り組む活動の一環として行
うものです。県内中小企業・小規模企業の優れた逸品を掘り起し、認知拡大と販路拡大を目的としてい
ます。 

日 時 平成30年11月7日（水） １０：００～１６：００ 

場 所 
ホテルオークラ福岡 ４階 「平安」 
（福岡市博多区下川端町3-2） 

主催 ： 地域中小企業支援協議会合同物産展・商談会実行委員会 
１ 

◆主催    ：地域中小企業支援協議会合同物産展・商談会実行委員会 

◆内容    ：個別商談会（メーカーとバイヤーを事前に組み合わせた商談） 

        ※その他、事前セミナーを準備しています 

◆参加バイヤー：百貨店（食品部門・ギフト部門）、スーパー、卸業者、コンビニ、ホテル等のバイヤー（５０名を予定）   

・各地域中小企業支援協議会の構成機関より支援を受けており、推薦のあった事業者 
・食品関係及び日用雑貨の製造及び生産者であり既に完成された商品をもっている事業者 
・平成３０年９月１８日開催予定の事前セミナー及び商談会に物産展に各地域中小企業支援協議会の 
 構成機関の支援担当者(以下、支援機関担当者）の同行支援が可能な事業者 
・支援機関等による個別支援のフォローアップ(伴走支援)が可能な事業者 
・平成３０年９月１８日開催予定の事前セミナーへ参加できる事業者 
 

◆出展対象： 

◆出展費用：  無料   

◆募集数 ：   ８０社   

出展のご案内 

開催概要  

                      （福岡県、福岡地域中小企業支援協議会、筑後地域中小企業支援協議会、北九州地域中小企業支援協議会、 
          筑豊地域中小企業支援協議会、福岡県商工会議所連合会、福岡県商工会連合会） 



昨年度実績 

◆出展者と招聘バイヤーとの商談件数：３２３件 

◆出展者数   ：  ９９社 

◆招聘バイヤー数：  ４0社 

◆商談成約数：１０７件（３５社） 

２ 

商談会の留意事項 

◆出展対象について 

今年度の出展対象は、食品関係及び日用雑貨の製造及び生産者となっております。予めご了承ください。 

◆出展について 

◆合同商談会について 

本商談会は、事前マッチング方式による「販路拡大」や「新規開拓」を目的とした商談会です。 

販路拡大や新規開拓を目的としているため、商品の価格設定等、バイヤーへのアピールポイントを事前に
ご準備いただきますようお願い致します。 

 参加バイヤー様の約90％が次回も「参加したい」との回答！ 

 ほぼ参加バイヤー様全員に次回参加のご意向がありました。  

 

●良い生産者が多かった 

●希望企業と商談ができてよかった 

●良く準備されている事業者が多かった 

●こちらのことも良く調べていただいた上で   

  の商談でしたのでいい商談ができました 

●商品に対するこだわりや自信をしっかり 

  持っている企業に魅力を感じました。 

 
                    etc… 

●事前マッチング・個別面談方式が魅力 

  的だったので参加しました 

●複数社と効率よく面談ができてよかった 

●今回初めて参加したので次回は要領を得

て参加したい 

●数々の商談時にご要望を聞くことができた 

  おかげで改善し、販売に向けて準備中です 

●参加企業の方々へのPRの場となりました 

                    etc… 

 参加セラー様の約65％が「満足」と回答！ 

 約50％のセラー様が「商談成立・商談継続」となりました。  



３ 

１ バイヤー（50名を予定）が商談テーブルに着席し、出展者が事前マッチングで決められたテーブ
ルを訪問し商談を行います。 

２ 商談時間は２０分間（予定）です。事務局が商談の開始と終了をアナウンスします。 

３ 
マッチングは事前のヒアリングを元に、実行委員会が行います。最低２回の商談が行えるように
マッチングされます。 

４ 出展者は出展者控室にて商談時間まで待機します。 

【注意事項】 
※事前にプロフィールシート(商品提案書)に登録いただきます。  
※サンプルや試食品、パンフレットなどは当日の個別商談・展示商談にご持参ください。 
※マッチングはバイヤーとの効果的な折衝と全体の成約率アップを目的とするため、実行委員会にて事前に行います。 
※マッチングのエントリー方法は、詳細が決定次第ご案内します。 

本商談会は、商談会への参加が初めて、という方も大歓
迎！貴社の販路拡大や新規開拓につながる商談会です。 

☑ 事前マッチング方式 
事前にご記入いただくプロフィールシートをもとに、出来る限りご希望に沿ったマッチングを行います。  

☑ 個別商談ブース 
会場内に個別商談のブースを用意いたします。 

☑ 事前セミナーを開催します 
効果的に成約に繋がるように事前のセミナーを実施いたします。 

事業特色・出展メリット 

当日の流れ 

☑ 展示ブース 
会場内に展示ブースを用意いたしますので、フリーバイヤー商談ができます。 



１１月７日(水) 

 ・出展者の申込み内容及び推薦機関の支援内容を充分考慮し、実行委員会で協議上、  
  出展者を選定いたします。   
 ・応募状況や出展商品の内容によっては、出展をお断りする場合もありますので、 
  予めご了承ください。 
 ・結果の通知は申込書記載のアドレスへメールにて通知いたします。 

 平成３０年７月20日（金） 

 「別紙１」をご記入いただき、各地域中小企業支援協議会の構成機関へメールまたはFAXにて 
  ご提出ください。 

 推薦を受ける各地域中小企業支援協議会の構成機関 

 別紙１「地域中小企業支援協議会合同商談会」申込書・・・１部 

４ 

申込方法 

提出書類 

提出先 

提出方法 

申込締切 

選考及び 
結果の通知 

商談会までのイメージ 

   6月１日㈮      7月２０日㈮       8月上旬        8月上旬～中旬    

募集 
受付開始 

申込締切 

商談情報入力 事前説明会 商談会 事後支援 

 ８月下旬      ９月１８日(火)                  １１月以降 

実行委員会にて 
出展審査 

結果通知 

申し込みの 
流れ 

事業者 
各地域中小企
業支援協議会
の構成機関 

各地域中小企
業支援協議会 

①別紙１「地域中小企業支援協議会合同商談会」申込書（以下申込書）に必要事項を 
   記入し、推薦を受ける「各地域中小企業支援協議会の構成機関」へ提出 
 
②「各地域中小企業支援協議会の構成機関」は、申込書に推薦理由等を記入し、管轄 
 の「地域中企業支援協議会」へ提出 

1.申込書記入 

2.申込書提出 

3.推薦理由等記入 

4.申込書提出 

5.申込書受理 



事前セミナーについて 

◆日 時 

商談会において、効果的に成約に繋がるように事前のセミナーを実施いたします。 
  ※出展者には後日案内文を送付致します 

平成３０年９月１８日（火）  14：00～16：00 

◆場 所 福岡県中小企業振興センター  
〒812－0046 福岡市博多区吉塚本町9－15 2F 

◆テーマ 
① ガイダンス 
②  「出展要領等の説明（仮） 
③  「すぐに使える 自社の強みを伝える商品づくりの成功事例」 
        

会場案内 

お問い合わせ 

５ 

      

商談会 

事前セミナー 

ホテルオークラ福岡 
４階 「平安」 
福岡市博多区下川端町3-2 

地下鉄 中州川端駅より直結（6番出口） 
ＪＲ博多駅 から車で 10分 

中小企業振興センター 
福岡市博多区吉塚本町9-15 

     講師： 吉田 誠 氏 

各地区の振興事務所へお問い合わせ・お申込みください。 
○福岡中小企業振興事務所 （〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町９番１５号（中小企業センター１階）） 
 TEL：092-622-1040 FAX：092-622-1571 mail：fukuoka-sm@pref.fukuoka.lg.jp 

○久留米中小企業振興事務所 （〒830-0022  福岡県久留米市城南町１５番地-５） 
 TEL：0942-33-7220 FAX：0942-31-2171 mail：kurume-sm@pref.fukuoka.lg.jp 

○北九州中小企業振興事務所 （〒803-0813 北九州市小倉北区城内７番８号 
 TEL：093-588-1071 FAX：093-562-4777 mail：kitakyu-sm@pref.fukuoka.lg.jp 

○飯塚中小企業振興事務所 （〒820-8507 飯塚市吉原町６番１２号）  

 TEL：0948-22-3561 FAX：0948-21-0365 mail：iizuka-sm@pref.fukuoka.lg.jp 
 

 
 



別紙１

申込日 平成 30 年 6 月 5 日

電話 FAX

E-mail

品目 価格

調味料 1,000円

麺 300円

支援内容を下記に記載してください。

構成機関(推薦団体)名 担当者名

電話 FAX

E-mail

推薦（支援）理由、

これまでの支援内容

①事前支援

セミナー ( ）

（ ）

③事後支援

提出先：筑後地域中小企業支援協議会　FAX：0942-32-2171　/メール：kurume-sm@pref.fukuoka.lg.jp

生地に自家製野菜を使ったパスタの試作品開発支援を行ってきた。出来上がった試作品を地元

の祭りで試食を行った結果、とても好評でしたので推薦致します。

新商品のパッケージデザイン作成および販売ブースでの陳列指導を専門家指導の

もと、支援を行った。

出展終了後、試食アンケートのなかで多かった意見を参考に、商品開発に繋げ

る。

本事業における

支援内容

※具体的に記載のこと

②当日支援
商談会

２．商談会出展における目標は何ですか。　(○を記入、複数回答可)

３．支援団体記載欄　(必須)

○○市、○○町、○○商工会 ○○○○指導員　等

連絡先
092-×××-×××× 092-△△△-△△△△

aaa@bbbbb.cc.dd

ア、福岡首都圏への販路開拓・拡大のため　　　　イ、商品改良のため　　　　ウ、商品PRのため

エ、売上獲得のため　　　　　オ、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

○○パスタ 自家製野菜を練りこんだカラフルパスタ

１．商談する商品の内容を記入してください

商品名 商品紹介 備考

○○ドレッシング 自家製玉ねぎを原料とした無添加ドレッシング

出展事業所住所

出展者連絡先
092-×××-×××× 092-△△△-△△△△

hhh@rrrr.ttt.pp

                          福岡県博多区吉塚本町9番15号

〒　812－0046   　フクイカケンハカタクヨシツカホンマチ９バン15ゴウ

地域中小企業支援協議会合同商談会　申込書（記入例）

出展事業所名
フリガナ　　　　　　フクオカショウテン

担当者名
フリガナ　　　　ケンレン　イチロウ

福岡商店 　　　　　県連　一郎

担当者が同行 その他 

全商談に同席 一部の商談に同席 

その他 

状況を視察（商談の同席はなし） 



別紙１

申込日 平成 30 年 月 日

電話 FAX

E-mail

品目 価格

支援内容を下記に記載してください。

構成機関(推薦団体)名 担当者名

電話 FAX

E-mail

推薦（支援）理由、

これまでの支援内容

①事前支援

セミナー ( ）

（ ）

③事後支援

提出先：筑後地域中小企業支援協議会　FAX：0942-32-2171　/メール：kurume-sm@pref.fukuoka.lg.jp

地域中小企業支援協議会合同商談会　申込書

１．商談する商品の内容を記入してください

出展事業所名

商品紹介

出展者連絡先

担当者名
フリガナ　

本事業における

支援内容

※具体的に記載のこと

②当日支援
商談会

３．支援団体記載欄　(必須)

連絡先

〒
出展事業所住所

備考

ア、福岡首都圏への販路開拓・拡大のため　　　　イ、商品改良のため　　　　ウ、商品PRのため

エ、売上獲得のため　　　　　オ、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．商談会出展における目的は何ですか。　(○を記入、複数回答可)

商品名

担当者が同行 その他 

全商談に同席 一部の商談に同席 

その他 

状況を視察（商談の同席はなし） 


