
　 イチ押し商品売り込み商談会
参加申込書 兼 買い手企業へ提出する自社ＰＲ用紙

商品名

資 本 金

電話番号

U  R  L

専門商社（卸・問屋）との
お取引状況

貴社の
セールスポイント・
今回参加の目的など

今回売り込む
商品の特長や
想定する

ターゲットなど

業　　種

会 社 名

住　　所

入場者名
※1社2名まで

□主　催／金沢商工会議所　　　□共　催／石川県商工会議所連合会、石川県商工会連合会

売上高従業員数

FAX番号

ある 今後取引を
予定 ない

製造業
製造小売業

①

②

人 万円万円
該当箇所の太枠内に○をご記入ください。

（フリガナ）

〒　　　　　　-

部署・役職氏名 メールアドレス

所属の商工会議所・商工会名

(　　　　　) 商工会議所・商工会

金沢商工会議所会館 1F ホール

10:00～13:00
14:00～17:00

金沢市尾山町9番13号

※13:00～14:00は
　休憩時間2月8日［水］令和5年

金沢商工会議所企業経営アシストセンター 経営相談グループ

TEL.076-263-1161  FAX.076-263-1158

「参加申込書兼買い手企業へ提出する自社PR用紙」に必要事項を記載の上、令和5年1月17日（火）までに下記までお申込ください。申込書は、当所HPから
もダウンロードできますので、入力後、メールしてください。なお、参加費は、後日請求書を郵送しますので開催日までにお振込みください。開催日1週間前
を目途に、当日の注意事項等を記載した事務連絡等をお送りいたします。

 お申し込み先

金沢商工会議所 中小企業販路開拓応援事業

集募業企手り売

【第4回】

卸売業
農林水産業

製造卸売業
その他 （　　　　　　　　　　　）

該当箇所の太枠内に○をご記入ください。

イチ押し商品
売り込み商談会

※定員企業数を60社程度で想定
　しており、先着順での申込受付
　とさせていただきます。

1月

17日
売り手企業の申込締切

令和5年

当申込書兼PRシートは、事前に買い手企業に通知しますので、記載の際はご留意ください。
当所HPから申込書をダウンロードしていただき、入力することも可能です。

keiei@kanazawa-cci.or.jp

申込先／　  keiei@kanazawa-cci.or.jp　FAX.076-263-1158

［火］

【第4回】



買い手企業が会場のブースに待機する中、売り手企業が直接買い手企業のブースに商品を売り込む「逆」見本市
形式の商談会。商談の順番はブースに並んだ先着順となり、１商談時間の上限は２０分となります。開催時間内で
あれば、複数社の商談を実施することが可能です。

第4回の買い手企業は、一部、食品限定の企業もありますが、大半がどちら
の分野でも商談受入可能です。是非、複数社との商談を効率よく実施して
ください。

買い手企業の求める商談分野に該当する商品の販路開拓を求める石川県内の中小企業者等。売り手企業の申込
数が想定を超えた場合、申込を締切させていただく場合があります。その際は申込先着順とさせていただきます。

イチ押し商品
売り込み商談会とは

❶アポイントが取りにくい県内外の大手バイヤー等と直接商談が可能で参加者の９割が満足しているという高評価
❷これまでの当事業の実績として、約6割が「商談成約の可能性あり」や「商談継続」につながったとの回答あり
❸売り手企業の平均商談数は4～5社と、１日で効率的な商談の実施が可能
❹商談成立や継続に至らなくても、大手バイヤー等から自社商品へのアドバイスを受けることができる

今回参加する買い手企業が求める仕入分野・仕入品目等をご確認ください。

売り手企業のメリット

募　集　対　象

商　談　分　野

◎ご希望の買い手企業との商談を予約する事はできません。当日の先着順と
　なります。
◎商談時間は上限２０分となり、買い手企業の裁量で時間は決まります。
◎会場内での調理行為等は不可とします。

◎当事業終了後の継続商談は貴社と買い手企業との間でお進めください。
◎本事業を契機に発生した取引トラブルや損害等について、主催共催団体は
　一切責任を負いません。
◎諸事情等で主催者が開催を中止とした場合のみ、参加費の返金をいたします。

お申込みに際しての注意事項

10 11 12

2

6 7 8

9

当ホテルでは、和食、洋食、中華のレストランを持ち、ミドルクラスからハイク
ラスまでのお部屋をご用意しております。地物食材や地の食器はもちろんお
部屋に金沢らしさを持つ老舗シティーホテル。これからの観光需要の増加に
期待し、価格に見合う付加価値商品を考案中。

当ホテルでは、良いものを取り揃え、お弁
当から会席、洋食フルコース、中華フル
コースを常に新規開拓しております。

①食品は買取(納品・発送分買取)、雑貨は
　委託(納品分を一旦お支払い、返品あり）
②支払いサイト　月末締め翌々末払い
③広告掲載費用等は無し

①地方の魅力が詰まった特産品・名産品
②スーパーでは見かけない独自性や希少
　価値の高い商品
③見た目が華やかなギフト商品
上記は参考となりますので、一度ご相談く
ださい。

北陸（福井・石川・富山等）のお土産、食材
等を探しております。

見た目（デザイン）と味、価格帯などを総合
的に判断し、現売場にマッチする商品を選
定しています。メディアに取り上げられた
商品などは積極的に取り扱います。

弊社の営業エリア全てに通用する高付加
価値のある商品の発掘。かつスポットでは
なく継続販売可能な商品。

①北陸の商材を使用しているなど、北陸の
　良さを生かした商品であること
②お客様に安心・安全して提供できる商品
　であること（弊社品質基準に沿っている
　こと）

食品系、非食品系ともに新しいものを求め
ております。

食品・雑貨・衣服・イベントetc

株式会社金沢ニューグランドホテル

仕入方針

●食品系　　●非食品系

●食品系　　●非食品系

食品ː健康訴求が可能な商品(エビデンスあ
るもの)
雑貨ː健康志向の雑貨(健康不安の悩み解決雑貨マッ
サージ機、サポーター、運動器具など)を中心に探しており
ます。インテリア品、お土産品などは掲載が難しいです。

●食品系　　●非食品系

食品・インテリア・寝具・雑貨

●食品系　　●非食品系 ストーリー・こだわりのあるもの

食品系全般

●食品系

①品質が良く、価格とのバランスが取れて
　いる
②安定して供給ができる
③安心と信頼がある

①食料品：食材　地産地消　地元食材の
　原材料及び地元食材の加工品
②飲料、客室アメニティ、
③消耗品：プラスチック商材の代替商品　
　紙製もしくは木製のスプーン、フォーク

●食品系　　●非食品系

北陸のお土産、食材等の商材
銘菓等の独自性のあるもの

●食品系　　●非食品系

（外食部）業務用商品全般：調理目的の商
品の販売が主である。

●食品系

●食品系

●食品系　　●非食品系

箱菓子、自家需要商品（常温、冷蔵）、冷蔵
スイーツを中心に取り扱い
フードコート（洋食、蕎麦うどん、ラーメ
ン）、レストラン（海鮮）の食材

●食品系　　●非食品系

食品（和洋菓子、惣菜、グロサリーほか）、
工芸（伝統工芸、工芸雑貨ほか）、その他
（紳士・婦人・子供衣料や雑貨、家庭用品、
日用品、インテリア等）

日本製で、小生産でよいので長く使い続けられるも
の。生産者、作家の方のストーリーを大切にして販売
致します。
食品は、冷凍不可。和食に使えるアイテム希望です。

●食品系　　●非食品系基本的にはなんでも話しはできます。商
品以外にもイベント開催などの相談も承
ります。

①高品質、安全、安心（商品・パッケージ
　含む）
②小ロットのＯＥＭ生産可能商品
③ポップアップ販売形式、オンラインショッ
　プでの取扱についても可能

委託販売を希望しておりますが、商品に
よって買取も致します。小ロットの取引を希
望します。

仕入分野・仕入品目

石川県金沢市南町4－1

弊社はJR西日本のグループ企業であり、北陸3県及び新潟県糸魚川の一部駅
構内に店舗を構え、セブンイレブン商品や地元の特産品といったお土産品を販
売しております。今後北陸新幹線敦賀延伸にあたり、福井商品を中心とした新
たなお土産品を探しております。弊社に興味がある方は是非お声掛け下さい。

株式会社ジェイアールサービスネット金沢

仕入方針 仕入分野・仕入品目

石川県金沢市日吉町7番地4

通販生活は１００万人の定期購読者をもつこだわりの通信販売カタログです。
こだわりの食品以外に雑貨、化粧品、アパレルを厳選して紹介・販売しており
ます。カタログの発行は年４回（１月・４月・７月・１０月）となります。

株式会社カタログハウス

仕入方針 仕入分野・仕入品目

東京都渋谷区代々木２-１２-２

大和百貨店は石川県と富山県にある北陸に根ざした百貨店です。国内外で北
陸にはここにしかないブランドも多数あり、広域からの集客も見込めます。また
地元企業とのタイアップやＰＯＰＵＰも積極的にとりくんでおり、地域活性化無
くして地元百貨店の道は無しと考えております。

株式会社 大和 香林坊店

仕入方針 仕入分野・仕入品目

石川県金沢市香林坊１-１-１

北陸自動車道上り線で最後のサービスエリアです。滋賀にありますが、北陸
のお土産が人気あります。滋賀のお土産はもちろん、北陸各県のお土産も豊
富に品ぞろえしております。

株式会社KRフードサービス　賤ヶ岳サービスエリア上り線

仕入方針 仕入分野・仕入品目

滋賀県長浜市余呉町坂口９４

当社が運用する「わが街とくさんネット」は、地域経済の活性化を目的に地域
の隠れた特産品・名産品やギフト商品を販売しているサイトです。またインテリ
ア・寝具・雑貨を販売する「インテリア・寝具のお店 wagairo」も展開しており
ますので、様々なジャンルの拡販ツールとして無料でご出品いただけます。

株式会社サイネックス

仕入方針 仕入分野・仕入品目

大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15

地元の百貨店として、地元の食品・工芸品をはじめ、紳士・婦人・リビング用品
等を多数取り揃えています。1階「黒門小路」では、観光客をターゲットとした
北陸の物産等、地元産品にクローズアップした提案も好評です。2022年に
はTSUTAYA BOOKSTORE、好日山荘がオープンし、よりいっそう客層を
広げ営業しております。

株式会社金沢丸越百貨店

仕入方針 仕入分野・仕入品目

石川県金沢市武蔵町15-1

北陸自動車道No.1の売上を誇るサービスエリアです。隣接する道の駅「南
えちぜん山海里」をグループ会社にて運営しており、グループ全体で北陸の
お土産品の取り扱い数は断トツです。

三谷商事株式会社（南条サービスエリア上り線）

仕入方針 仕入分野・仕入品目

福井県南条郡南越前町牧谷３９
南条サービスエリア上り線

うまいもんドットコム・豊洲市場ドットコムの２つの基幹サイトを中心に11のサ
イト運営を行うグルメ通販部門の中で最大級の規模を誇る企業です。自社通
販に加え、ぐるなび・ローソン・KDDI・ヤフー等と業務提携や合弁会社の設立
などを行い、日本のこだわりの一次産品や加工品の販路拡大を行っています。

株式会社 食文化

仕入方針 仕入分野・仕入品目

東京都江東区豊洲6-3-1

京阪百貨店は地元密着の百貨店です。京阪独自の取り組みである、自主編集
の売場で「暦を感じる和の暮らし」をコンセプトにした食品と器、道具を扱うラ
イフスタイルショップです。また、売場では「手習い塾」と称したワークショップ
も開催。お客様の集いの場として楽しんでいただいております。「よろずを継
ぐもの」のECサイトもご覧ください。

株式会社 京阪百貨店

仕入方針 仕入分野・仕入品目

大阪府守口市河原町8-3

（外食部）北陸３県と新潟に拠点を持ち、営業給食業態・集団給食業態・資材・
中食業態へと幅広い得意先様へ食材を供給しております。調味料やアルコー
ル・加工食材を中心にドライ・冷蔵・冷凍品の３温度帯商品と一部生鮮品の扱い
もしております。

カナカン株式会社

仕入方針 仕入分野・仕入品目

JR金沢駅前の地上30階、高さ130ｍの北陸随一の高層ホテル。客室数253
室、8つのレストラン＆バー・ラウンジ、大中小宴会場を備えたラグジュアリー
ホテルです。

ホテル日航金沢

仕入方針 仕入分野・仕入品目

石川県金沢市本町2-15-1

問い合わせ・申し込み先

1 3 4

5

第１回～第3回の売り手企業の属性

取扱品・商談分野 第１回参加者数（社） 第2回参加者数（社）

食品系

非食品系

合　計

28

22

50

33

17

50

第3回参加者数（社）

38

14

52

今回の商談会に参加予定の買い手企業（都合により変更になる場合があります） 初参加バイヤー企業県内バイヤー企業 県外バイヤー企業

1,000円（税込）

参　加　費 （１社２名まで）

石川県内の
商工会議所・商工会の会員

7,000円（税込）

上記以外

※後日、請求書をお送りします。

金沢商工会議所 企業経営アシストセンター 経営相談グループ
TEL.076-263-1161　MAIl:keiei@kanazawa-cci.or.jp
URL:https://www.kanazawa-cci.or.jp/service/ichi_oshi/

参加申込書のダウンロードは
こちらのQRコードから可能

石川県金沢市袋町3-8




