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平成 29 年３月 17 日 

各 位 

株式会社 北日本銀行 

 

「地方創生『食の魅力』発見商談会 2017」開催のお知らせ 

 

株式会社北日本銀行（頭取：佐藤安紀）では、全国各地の第二地方銀行と共同で「地方創生『食

の魅力』発見商談会 2017」を下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。 

本商談会は、宝石の原石のような食品サプライヤーと“食の資源”探求に積極的なバイヤーとの

商談の機会を創出する、新しい“食の縁むすび”の場の提供と商品ブランド力の向上を目的として

います。 

当行は、今後とも地域経済の活性化に向けて、多くの事業者さまを支援してまいります。 

 

記 

 

１．展示会名   

地方創生『食の魅力』発見商談会 2017（第７回） 

 

２．開催日時   

（１）2017 年６月 27 日（火）15 時～17 時 マーケティングセミナー 

   （２）2017 年６月 28 日（水）10 時～16 時 商談会 

 

３．会  場 

ＴＲＣ東京流通センター 第一展示場 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄホール（予定） 

東京都大田区平和島６-１-１  

TEL：03-3767-2111（代表） FAX：03-3767-2053 

 

４．出展対象 

   主催する第二地方銀行と取引のある『食と農』に関連する農産品・畜産品・水産品・加工食品・

飲料等を取扱う地元企業（250 社程度） 

  

５．参加者 

    百貨店、卸業、商社、ホテル、外食チェーン、コンビニエンスストアー、スーパー、食品メー

カーなどの食品担当バイヤーなど約 2,400 名（見込み）※一般の方の入場はできません 
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 ６．特  徴 

（１）主催する第二地方銀行の取引先で、全国に向けた販路の拡大を希望する「食」関連の   

企業および団体と、地域色が豊かな安全で美味しい食材を求める仕入企業の食品担当バ

イヤーとの商談の場を提供します。 

（２）本商談会では、フリー商談だけでなく、具体的な個別商談が確実に実行される商談マネ

ージメントを行い、活発な市場創造の対話の場を提供します。また出展企業・流通バイ

ヤーに次のビジネスヒントが得られる環境作りを目指します。 

（３）主催する第二地方銀行は、本商談会の実施を通じて、地域への社会貢献活動（CSR）を

推進し、食品産業の発展を強力にサポートします。 

 

７．主  催（平成 29 年１月 30 日現在） 

地方創生『食の魅力』発見商談会実行委員会 

北日本銀行（岩手県）、きらやか銀行（山形県）、仙台銀行（宮城県）、福島銀行（福島県）、大

東銀行（福島県）、東和銀行（群馬県）、京葉銀行（千葉県）、東日本銀行（東京都）、八千代銀

行（東京都）、神奈川銀行（神奈川県）、大光銀行（新潟県）、長野銀行（長野県）、富山第一銀

行（富山県）、愛知銀行（愛知県）名古屋銀行（愛知県）、中京銀行（愛知県）、第三銀行（三

重県）、関西アーバン銀行（大阪府）、みなと銀行（兵庫県）、島根銀行（島根県）、トマト銀行

（兵庫県）、香川銀行（香川県）、高知銀行（高知県）、福岡中央銀行（福岡県）、佐賀共栄銀行

（佐賀県）、豊和銀行（大分県）、宮崎太陽銀行（宮崎県）、リッキービジネスソリューション

株式会社 

 

８．後  援（予定） 

第二地方銀行協会、経済産業省、日本政策金融公庫、主催銀行の本店が所在する各都道府県 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［本件に関するお問い合わせ先］ 

営業統括部 地域事業支援室（担当：松本、森岡） 

TEL：019-626-6324、019-626-6333 



開催日：2017年6月28日（水）
会場 ： TRC東京流通センター　第一展示場 A・B・C・Dホール

主催 ： 地方創生『食の魅力』発見商談会　実行委員会
（リッキービジネスソリューション株式会社 ・ 第二地方銀行協会加盟行）

地域食品に特化
～成果を生み出す商談会～

出展社募集のご案内



地方創生『食の魅力』発見商談会とは
地域食品に特化した、成果を生み出す商談会です！！
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◎個別商談

◎成約数

◎継続商談数

今年もより成約に結びつくような商談会を
セッティングします！

309件

約2,100商談(2015年）95%95%95%
2016年　出展社満足度

首都圏のバイヤー
と商談できる ！

出展社同士の
交流ができる ！ アフターフォロー

の充実 ！
質の高い

バイヤーが来場 ！

出展社とバイヤー双方のニーズを
ヒアリングして商談をマッチングします。
個別商談を行うことで高い成約数を
実現します。
※ご希望に沿えない場合もございます。　

充実したプログラム
2 事前予約制個別商談会

5 フリー商談
フリー商談を通して
多くの企業とのコンタクトが可能に
なり、成約数も年々増加しています！

1出展社向け特別セミナー
商談会前日に、特別セミナーを開催
します。セミナーでは、商談会当日に
すぐに実践できる成約率を上げる
コツ等をお教えします。

商談会当日に出展社同士の商談
時間を設けます。同業社の商品や
陳列を見てノウハウ等を学べます。
（成約につながった事例も！！）

3 出展社同士の商談

4 主催銀行のサポート
貴社の担当銀行が当日の呼び込み
や商談のサポートをします！！

6 アフターフォロー
バイヤーの信用調査や、
商品流通をサポートします。
是非ご相談ください。
（弊社刊行カタログ、ネット通販等への販路拡大等）

＜2016年実績＞

参加バイヤー　　71社100名
商談数         400商談

183件（2015年）

約2，760商談
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★主な来場バイヤー

三越伊勢丹・日本ホテル・成城石井・紀ノ国屋・ローソン
イトーヨーカ堂・三越伊勢丹フードサービス・東急ストア・三菱食品

その他　地域食材を求めるバイヤー多数来場

来場者数・出展社数  推移
年々規模が拡大し、昨年は主催銀行30行、出展社数221社、来場者数2,216名と過去最大の規模となりました。

●昨年以上に、来場者の質が上がったため、より具体的な話ができた。（岩手県/飲料）
●想像以上に集客も多く、地方の商品へのバイヤーの関心度が高いことを知ることができた。（愛知県/加工食品）
●毎年優良な来場客が多い。成約の確立も高いと感じられる。（東京都/加工食品）

●出展社の声

Q1.本商談会に来場されていかがでしたか？

大変満足
26%

満足 64%

普通10％

Q2.次回も来場したいと思いますか？

はい

100%

Q3.購買に関して決裁権は持っていますか？

持っている

62%
決裁に関して
影響力がある

30%

持っていない8%

2016年　来場者満足度 90％90％90％90％

●バイヤーの声
●各メーカー様のオリジナル感を強調した商品が多く、良かった。（大手食品卸）
●事前個別商談のマッチングをして頂いたので、狙った商品と交渉できるのが良い。（スーパー）
●出展社の商談希望業種がわかるようになっていたので、ターゲットがわかりやすく、商談に結びついた。（百貨店）

※2016年来場者アンケートより

※来場者の92％が決裁に
　関して影響力を持っています。

2，216名

520名
737名 839名

1,451名
1,623名

◎来場者数

77社
101社

115社
130社

180社

221社
◎出展社数

2011年　2012年   2013年   2014年   2015年   2016年  2011年　 2012年     2013年     2014年     2015年     2016年

主催銀行数 23行　　  25行　　24行　      25行　     28行1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 30行



フォトギャラリー
※2016年開催風景

-４-
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2016年 主な来場者一覧 ★は事前予約制個別商談会にご参加いただいたバイヤーです。

※本リストの区分は原則として来場者の自己申請に基づくものであり、
　企画運営事務局が分類したものではありません。

（一部抜粋）

食品関連のその他の小売



出展社数 全国250社程度
※主催銀行に寄せられた出展申込書を主催者にて精査し、出展社を決定。

主   催 地方創生『食の魅力』発見商談会　実行委員会
（リッキービジネスソリューション株式会社・第二地方銀行協会加盟行）

開催日 2017年6月28日（水）10:00～16：00

開催概要

商談会名

出展料

来場者の対象

開催場所

出展条件

地方創生『食の魅力』発見商談会2017（第7回） 

TRC東京流通センター  第一展示場A・B・C・Dホール

百貨店・スーパーマーケット・外食チェーン・ホテル・コンビニエンスストア・
卸業・商社・通販などの食品担当バイヤー※一般の方の入場はできません。

150,000円（税抜）/1小間

原則として、主催銀行のお取引先様で、全国へ向けた販路拡大を望む
食品の生産・製造・販売等を行う事業社のみ。

【基本小間仕様（予定）】
■商談会設備（出展料に含まれる基本仕様1小間分）

※その他出展社様のご要望に合わせて、各種備品の手配が可能です。（費用は各出展社様のご負担となります。）

募集締切 ： 2017年3月末日迄

3月下旬　 出展社募集締め切り
5月中旬　 FCPシート（商談会規格書）入力締切
5月下旬　 個別商談希望先申込締切
6月27日　 準備日
6月28日　 開催当日

●6月27日（火）［準備日］
　13：00~17：00 出展社搬入作業
　15：00~17：00 出展社向けセミナー

※出展社数に限りがあるため、募集枠に達し次第、締め切らさせて頂きます。お早めにお申し込みください。

別紙の「出展規約」をご確認いただき、「出展申込書」に必要事項をご記入の上、お取引銀行の各担当部署へご提出ください。

⑴展示用テーブル（テーブルW1200×D600・白布付）×1台
⑵商談セット（テーブル1台・イス4脚）×1
⑶社名看板掲示用スタンド×1本
⑷A3社名看板×1枚

〒143-0006 東京都大田区 平和島6-1-1    TEL：03-3767-2111（代表）

〈商談会開催までのスケジュール（予定）〉 〈準備日・当日のスケジュール（予定）〉

担当：奥村・本橋・鈴木
E-mail： info@food-hakken.com

●6月28日（水）［商談会当日］
　08：00~10：00 出展社搬入作業
　09：00~09：30 出展社同士の商談会
　09：40~10：00 開会式
　10：00~16：00 商談会
　16：00~16：00 出展社搬出作業
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