
 

令和元年１１月１８日 

各位 

名古屋商工会議所 

 

大手流通バイヤーとの年に一度の大商談会 

『第６回 売り込み！商談マーケット』開催決定 

売り手企業の募集を開始します 
 

名古屋商工会議所は、岐阜商工会議所との共催により、令和２年２月１８日（火）に、 

大手小売業等への販路開拓を望む中堅・中小企業のビジネスチャンス拡大を目的とした商談

会「第６回 売り込み！商談マーケット」を開催いたします。 

本事業は、百貨店、スーパー、通販、専門店などの大手流通業のバイヤーが買い手企業と

してブースを構え、そこに中小製造業・卸売業が売り手企業として直接売り込みをかける 

「逆見本市形式」の商談会で、６回目の開催となる今回は、買い手企業として２５社から 

１００名超のバイヤーを招聘し、中小企業の販路開拓を強力に支援します。 

今般、大手小売業等への販路開拓を希望するメーカーや生産者、卸売事業者などを対象と

して、「売り手企業」を募集（先着 200 社／300 名）いたします。 

※別添パンフ掲載の㈱ほの国百貨店は諸事情により参加辞退となりました。 

 

＜ 開 催 概 要 ＞ 

            

１．開  催  日：令和２年２月１８日（火）１３：００～１７：００ 

２．会    場：名古屋商工会議所 ２階ホール、５階会議室 

３．主   催：名古屋商工会議所 

４．共   催：岐阜商工会議所 

５.商 談 分 野：食品･食材(一次産品含む)、住･生活雑貨、衣料、家具、地域特産品など 

 ※各バイヤーによって仕入れ品目が異なります。 

６．参加バイヤー企業: 百貨店、総合スーパー・スーパー、専門店、通信販売、ホテルなど２５社        

※詳細は次ページ以降を参照 

７．募 集 対 象：大手小売業などへ販路開拓を希望するメーカー、生産者、卸売事業者など 

８．定   員：２００社／３００名（１社につき３名まで） 

９．参 加 費：名古屋商工会議所及び岐阜商工会議所会員 … 3,000 円／1名（税込） 

        一 般                  …10,000 円／1名（税込） 

10．申 込 方 法：11 月 18 日より公式ホームページ（http://www.nagoya-cci.or.jp/shodan/）  

にて申込受付を開始（締め切り：令和 2年 1月 16 日（木）） 

以上 

【本件担当】名古屋商工会議所 商務交流部 ビジネスマッチングユニット 広瀬 

〒460-8422 名古屋市中区栄 2-10-19 TEL 052-223-5705 

E-mail：shodan@nagoya-cci.or.jp  FAX 052-231-5703 



名古屋商工会議所 商務交流部  ビジネスマッチングユニット
TEL. 052-223-5705    FAX. 052-231-5703    E-mail: shodan@nagoya-cci.or.jp
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売り込み！
商談
マーケット
  開催概要

2020年2月18日（火）
13：00～17：00

衣・食・住など生活関連商品全般
※各バイヤーによって仕入れ品目が異なります。
　詳細は公式ホームページをご確認ください。 

商談分野

①ブースを構えたバイヤー企業に対し、参加企業が商談を希望するブースに並
び、順に商談を行う「逆見本市形式」で開催します。
②当商談会は、商談のスケジュールを組まない「自由商談制」となっております。
また参加企業になるべく多くの商談機会を提供するため、商談時間は1件当たり
15分以内とさせていただきます。

商談形式

百貨店、総合スーパー・スーパー、専門店、通信販売、ホテルなど26社
※バイヤー企業の詳細、仕入れ希望商品は中面をご覧ください。

バイヤー企業

大手小売業などへの販路開拓を希望するメーカー、生産者、卸売事業者など
※バイヤー企業の商談希望商品に提示されている仕入れ希望商品について商談ができること。

募集対象

200社／300名（先着順） ※ご参加は1社につき3名様までとさせていただきます。
 ※岐阜商工会議所の会員の参加枠は70名までとさせていただきます。

定　員（先着順）

名古屋商工会議所及び岐阜商工会議所会員…3,000円／1名（税込） 一般…10,000円／1名（税込）
※この機会に入会も歓迎します！ ご案内をご希望の方は、事務局までお問い合せください。

参加費

①下記ホームページにアクセスし、お申込フォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。

②お申込み受付後、受付確認メールが届きます。
③事務局にてお申込み内容を確認後、参加費のご入金についてE-mailにてご案内いたします。
④ご入金を確認後、E-mailにて入場証をお送りします。
※FAXでのお申込みも可能です。ご希望の方は、お電話ください。（TEL. 052-223-5705）
締め切り／2020年1月16日（木） ※定員に達し次第締め切りますので、早めのお申込みをおすすめします。

申込方法

交通 ： 地下鉄伏見駅（東山線・鶴舞線）下車（名古屋駅より東山線で1区間）5番出口より南へ徒歩5分

お問い合わせは ……

日 時

会 場 名古屋商工会議所
2階ホール、5階会議室（名古屋市中区栄2-10-19）

http://www.nagoya-cci.or.jp/shodan

注意事項／●バイヤー企業の仕入れ希望商品以外のご商談はお断りさせていただくことがありますので、予めご了承ください。●申込内容はバイヤー企業に事前
に提供します。不明な点等について、事務局またはバイヤー企業から問合せする場合がありますので、ご対応願います。●本商談会はビジネスチャンスの場を提供
するもので、取引を保証するものではありませんので、予めご了承ください。●会場内外を問わず、調理行為、危険物の持ち込み、物販行為は固くお断りします。●本
商談会を契機に発生した取引等に関するトラブル・損害について、当商工会議所は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。●商談会当日は、商談の様子
をカメラで撮影させていただき、当会議所の広報活動に使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。●お振込み頂いた参加費は、当日のご参加
の有無に関わらず返金できません。●バイヤーの都合により、参加を取りやめる場合がありますので予めご了承ください。
〈個人情報の取り扱いについて〉
当商談会および事前対策セミナー(以下、当事業)の参加申込みの際の個人情報につきましては、当事業の実施・運営のために利用するほか、 主催者が実施する各種
事業の企画・案内・情報提供に利用することがあります。

第6回

2020.2.18  2020.2.18    
（13:00 ～ 17:00）
  
（13:00 ～ 17:00）

火
■ 日時■ 日時 ■ 会場■ 会場

参加バイヤー（予定）
（株）岐阜髙島屋、（株）近鉄百貨店 四日市店、（株）ジェイアール東海髙島屋、
（株）大丸松坂屋百貨店（松坂屋名古屋店・豊田店）、（株）名古屋三越、（株）ほの国百貨店、
（株）名鉄百貨店（名鉄百貨店本店・一宮店）、イオンリテール（株）東海カンパニー、
トヨタ生活協同組合、（株）フィールコーポレーション、マックスバリュ東海（株）、（株）ヤマナカ、
中部国際空港旅客サービス（株）、東海キヨスク（株）、（株）ドン･キホーテ、
ＮＥＸＣＯ中日本（高速道路サービスエリア）、長島観光開発（株）、
（株）名鉄インプレス（日本モンキーパーク、南知多ビーチランド、リトルワールド、明治村）、
オンワード・マルシェ、東海テレビ事業（株）、（株）郵便局物販サービス、４７ＣＬＵＢ、（株）エルフラット、
（株）サガミフード、（株）名古屋観光ホテル、（株）ナゴヤキャッスル

大手流通
バイヤーとの
年に一度の
大商談会

名古屋商工会議所・岐阜商工会議所名古屋商工会議所・岐阜商工会議所名古屋商工会議所・岐阜商工会議所名古屋商工会議所・岐阜商工会議所

名古屋商工会議所 
2階ホール 5階会議室

200社／300名
売り手企業を
募集します先 着

※申込締め切り日：2020年1月16日（木）

売り込み！
商談マーケット



「売り込み！商談マーケット」とは？
通常の商談会とは逆に、大手小売事業者のバイヤー
がブースで待機。売り手企業が、商談を希望する
ブースに自由に並び、順に商談を行う「逆見本市形
式」の商談会です。
6回目の開催となる今回は、大手流通業等26社から
100名以上のバイヤーが一堂に集結。自慢の商品
を、多くのバイヤーに直接“売り込み”できるこのチャ
ンスをお見逃しのないよう、ぜひご参加下さい。

メリット ❶ メリット ❷ メリット ❸

１日で多くの大手バイ
ヤーと商談できる！
大手26社から100名を超えるバイ
ヤーが一堂に集結。一日で複数の
バイヤーと効率的に商談でき、新
規取引のチャンスが一気に拡大！

大手小売業のニーズや
トレンドをつかめる！
百貨店、スーパー、通販、専門店な
どの様々な流通業等のバイヤーが
「今」求めている商品のニーズやト
レンドをつかむことができる！ 

自社商品の強み・弱みの
分析ができる！
実際の商談を通じて、様々な流通
業のバイヤーから評価・意見を得
ることができ、自社商品の強み・弱
みの分析ができる！  

詳細は公式ホームページをご覧ください。
http://www.nagoya-cci.or.jp/shodan衣類

関係
食品
関係

住居
関係

参加バイヤー企業と仕入れ希望商品一覧■参加予定バイヤー企業一覧
 （バイヤーは現時点での予定であり、変更の可能性があります）

遊園地・レジャー施設

ホテル・飲食

（株）近鉄百貨店  四日市店
求む！！

●食料品全般
※催事取引が可能な商品

（株）岐阜髙島屋
求む！！

●婦人服、婦人雑貨、紳士服、紳士雑貨 　●食料品全般、リビング全般（家庭用
品、寝具、家具敷物など）  ※中部エリアの地場商品、季節商品、特徴的商品など

求む！！
●雑貨、衣料品全般（婦人・紳士・子供）　●リビング商品全般（食器調理、生
活雑貨、家具・敷物・寝具）　●食料品全般（和洋菓子、惣菜、生鮮・保存食品）

（株）大丸松坂屋百貨店（松坂屋名古屋店）

（株）ほの国百貨店
求む！！

●衣料、食商品全般、陶器等
●服飾雑貨、紳士・婦人衣料、生活雑貨

マックスバリュ東海（株）
求む！！

●食料品全般（地元産の食材にこだわった商品、特に愛知県、岐阜県、三重
県、滋賀県で生産・加工されたもの）

（株）ヤマナカ
求む！！

●食品全般、日配食品、和洋菓子　※原料・製法・味にこだわった商品、東海
地区初登場、地域限定商品、期間限定商品

日本モンキーパーク、南知多ビーチランド、リトルワールド、明治村
求む！！

●物販店で販売できる商品、飲食店で使用する食材
※各施設の世界観にマッチし、オリジナル性の高い差別化を図れる商品

（株）サガミフード
求む！！

●食品全般（お菓子含む）
※産地等こだわりのある商品

（株）名古屋観光ホテル
求む！！

●婚礼引出物、婚礼演出商品、婚礼装飾商品
●食材全般、生鮮食品

（株）郵便局物販サービス
求む！！

●フルーツはじめとした農産品・水産品・和洋菓子
●畜産品および畜産加工品・加工食品全般等、産直での配送可能な食品全般

NEWNEW

専門店等 求む！！
●スイーツ、おかず、おつまみ、麺、お酒、水、お米、パン、ヘルシーフードなど）
※割高でも「こだわり」が明確な商品、催事対応可能な商品

オンワード・マルシェ

求む！！
●お土産品（和菓子・洋菓子・食料品）　●チルド食品（和菓子・洋菓子）
※購入しやすい価格帯（1,000円前後）

東海キヨスク（株）

百貨店 総合スーパー・スーパー・生協

（株）名鉄百貨店（名鉄百貨店本店・一宮店）
求む！！

●食品全般（催事出展可能な店舗・商品、愛知・岐阜・三重県産にこだわった
加工品） ●婦人ファッション全般（婦人服・雑貨小物） ●リビング用品関係

中部国際空港旅客サービス（株）
求む！！

●地域に特化した商品　●海外へ発信できる商品
※食品は、生鮮品を除く

（株）ジェイアール東海髙島屋
求む！！

●食料品全般、リビング・ライフスタイル提案全般 　※ギフト・イベントなど
の期間限定の催事対応が可能な商品、海外からの面白い商品の輸入など

（株）名古屋三越
求む！！

●生活雑貨、家具、寝装品、家庭用品、インテリア品、生活余暇関連用品、
キッチン用品　●食料品全般

長島観光開発（株）
求む！！

●食材全般、観光菓子　※レジャー施設で目を引くような商品
※東海地方（特に三重）に密着したおいしい物や面白い物

ＮＥＸＣＯ中日本
（高速道路サービスエリア）

求む！！
●食料品全般（青果、和菓子、米菓、氷菓等）、服飾雑貨
※地域の特産品

４７ＣＬＵＢ（よんななくらぶ）
求む！！

●食商品全般を中心とした地方物産品
※ご当地感溢れる商品、こだわりが明確な商品

求む！！
東海テレビ事業（株）

●婦人服、靴、鞄、食品、健康食品、生活雑貨、婦人雑貨、寝装品、家庭用品、宝飾
品、健康・美容関連用品、アイデア雑貨、ペット用品、防犯・防災用品、家電 など

（株）ドン･キホーテ
求む！！

●家電製品、日用雑貨品、食品、時計・ファッション用品、スポーツ・レジャー
用品

イオンリテール（株）東海カンパニー
求む！！ ●食品全般（地域に根ざした商品・地域の特性を生かした商品）

（株）フィールコーポレーション
求む！！

●加工食品、日配、青果、鮮魚、精肉
※地産地消、こだわり商品、イベント性のある商品、限定商品など

グループ

通信販売

トヨタ生活協同組合
求む！！

●加工食品（青果・精肉・鮮魚・惣菜除く）、衣料、住関、中元・歳暮商品、食品・
衣料・住関の催事・物産展出展社　※愛知県をはじめとした地産地消商品

（株）エルフラット
求む！！

●結婚式に関わる贈答品
※一般的な贈答品会社では取り扱われていないもの

求む！！ ●生鮮食品、保存食品、調味料、酒類

（株）ナゴヤキャッスル ホテルナゴヤキャッスル

第6回


