
令和元年度

「みえの食」マッチング・展示交流会

出展者募集要項

主 催
三重県／百五銀行／三重県信用農業協同組合連合会

令和２年１月２８日（火）都ホテル四日市

出展者募集期間
令和元年10月23日～11月14日12時まで
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はじめに
三重県・百五銀行・三重県信用農業協同組合連合会は、県内の飲食店や宿泊施設における県
産品の活用促進及び販路拡大を図るため、バイヤーを招聘しての「マッチング・展示交流
会」を開催します。
三重県内で食品や食関連商品を生産・製造・販売する事業者等の出展を募集します。
また、出展者とバイヤーとの『アポイント型個別商談』を合わせて実施します。
新たな販売先や連携先などの開拓につなげるため、ぜひご出展ください。

令和元年度「みえの食」マッチング・展示交流会

開催までのスケジュール

出展申込み

所定の【出展申込書】に記入の上、お申込みください。
＝出展受付は先着順となります＝

2 出展料のお支払い

都ホテル四日市より請求書が届きましたら、期日内にお支払い下さい。

令和元年10月23日(水)～11月14日(木)12時まで

令和元年12月31日（火）まで

3 出展者研修会への参加

研修会では、講義＆ワークショップ（模擬商談）、出展に関する説明、
ブース場所の抽選も行いますので必ずご参加ください。

令和元年11月29日（金）13:30～16:30

4 商品提案書の提出

来場者（バイヤー）に提供する「商品カタログ」のデータとなります。
ＰＲ素材ですので、しっかりご記入ください。（※本要項6頁参照）

令和元年12月5日（木）17時まで

5 本番・出展の準備

出展準備時間 ：08:30～09:50（※08:00開場）

マッチング・展示交流会 ：10:00～16:00
アポイント型個別商談 ：10:00～16:00（展示交流会と同時開催）
撤収 ： 16:00～17:00（※17:00閉場）

令和2年1月28日（火）10:00～16:00
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１、出展者資格

次の２項目に該当する事業者。
①三重県内の農林水産事業者、食品製造事業者、その他食関連商品を製造する事業者
②出展後に商談の成果に関するアンケートに協力できる事業者

①三重県内で生産・製造された食品（農林水産物を含む）
②三重県内で生産・製造された食関連商品
※展示、試食、試飲のみ行うことができます。（物販はできませんのでご注意下さい）

２、出展内容

３、出展にかかる費用について

ブース代 ：１ブース １５,０００円（税込）
電気利用料：電気製品を使用する場合、５,５００円（税込）

＜注意＞
※電気製品は100Vに限ります。
※使用する消費電力が1,000Ｗ以上の場合、３，３００円（税込）が加算となります。

（例）
①電気製品を利用する場合（テレビモニター（300Ｗ）１台） ⇒５,５００円
②ホットプレート（800Ｗ）、電気ポット（800Ｗ）、合計２台利用

⇒５,５００円+３,３００円＝８,８００円

※なお、出展料及び電気利用料については、会場施設（都ホテル四日市）か
ら請求がありますので、指定の日までに指定口座へ振り込んでください。
（振込手数料は出展者負担となります。）

４、出展申込方法

別紙「出展申込書」を、下記（運営事務局）あてに郵送、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかで
お申込みください。
※出展申込書ダウンロード：http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500144.htm

出展申込期限： １１月１４日（木）12：00（必着）

※出展申込多数の場合は、先着順のためやむを得ずブース出展をお断りすることがありま
すので、その際はご了承いただきますようお願いします。
なお、出展可否は、１１月２０日頃に書面にて通知します。

【申込先】受託者：株式会社オリジンニッポン 担当：夏山
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10F
TEL：06-4967-1130 FAX：06-7220-6901
Email：mail@origin-nippon.com
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出展ブースは、原則１事業者あたり１ブースです。
※左右の出展者との間に壁がない簡易ブースとなります。

〔仕様〕
・展示テーブル：横180㎝、奥行90㎝、高さ70㎝の長テーブル
・バックパネル：（約）横123㎝、高さ190㎝ 1枚
・事業者名表示プレート
・テーブルの足元は白布を巻きます
・コンセント（注：事前に使用申請が必要です）

〔ブース装飾〕
各社でテーブル上の装飾や背面パネルにポスター等の掲示が可能です。
自社スペース内であれば、のぼりを置くことも出来ます。

６、出展ブース概要

出展に際しては、以下の①～③の内容を承諾の上でお申込みください。
①本「マッチング・展示交流会」において、出展者が持ち込みする「飲食物、商品等」が
原因となる事故等が発生した場合は、いかなる場合においてもホテルおよび主催者は一切
責任を負わないものとし、当該案件についての対処はすべて出展者が責任を持って行い、
ホテルおよび主催者に万が一損害を与えた場合は補償します。
②試食提供の際は、手洗い励行、消毒液の使用、手袋・マスク・頭巾等の着用などによる
衛生管理の徹底をします。
③商品の表示に関して、「食品の表示に関する各法令（食品表示法・景品表示法・計量
法・薬機法 等）」を遵守した表示を行います。

５、試食提供に係る衛生管理および各種法令順守 3
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❶事前送付 令和２年１月２７日（月）必着

・原則当日のみの搬入とさせていただきますが、都合により事前送付を希望する場合は、
前日着とし、以下のあて先に発送してください。

・荷物の側面に「『みえの食』マッチング・展示交流会（出展者名行）」と明記してください。
・「冷蔵」「冷凍」の場合は、数量等について、会場ホテル担当者と事前確認が必要となります
ので、予め事務局までご連絡ください。

【荷物送付先】〒５１０－００７５
三重県四日市市安島１－３－３８
都ホテル四日市「宴会予約担当（1/28使用分）」行き
TEL：０５９－３５２－４１３１

❷搬入・準備 令和２年１月２８日（火）０８：３０～０９：５０（※開場8時）

❸撤去・搬出 令和２年１月２８日（火）１６：００～１７：００

８、搬入、搬出

下記のとおり出展者研修会を開催しますので、ご参加ください。

開催日時： 令和元年１１月２９日（金）１３:３０～１６:３０

開催場所： 三重県総合文化センター 文化会館棟２階 大会議室
〔三重県津市一身田上津部田1234 電話番号（代表）059-233-1111〕

■当日のスケジュール（予定）
１３:００～１３:３０ 受付
１３:３０～１３:４０ 挨拶、講師紹介
１３:４０～１４:５０ 講義＆ワークショップ『模擬商談』
１４:５０～１５:００ 休憩
１５:００～１６:００ マッチング・展示交流会についての説明
１６:００～１６:３０ 出展ブース決定のためのくじ引き

１０、出展者研修会

参加費無料

出展決定後、出展者の都合による出展辞退はできません。
特に、出展料等の振込み以降に出展を辞退する場合は、キャンセル料として出展料全額
（ブース代＋電気使用料）が必要となります。

９、出展の解約

ブースの配置については、公平性の観点から、出展者によるくじ引きにより決定します。

１１月２９日（金）の出展者研修会においてくじ引きを実施します。
※出展者研修会に参加できない場合は、主催者が代理でくじを引きます。

７、ブースの配置 4



❷アポイント型個別商談

アポイント型個別商談とは
バイヤーが着席し、出展者がプログラムに沿ってバイヤー席を訪問して商談する形式です。
個別商談バイヤーが希望する相手先を事前にヒアリングし、運営事務局にて商談プログラム
を作成いたします。個別商談の時間は、1商談＝20分です。

バイヤーは、スーパーマーケット、百貨店、ホテル、卸売業・商社等（10社程度）を予定し
ております。バイヤーから指名のあった出展者へは、運営事務局より個別に商談時間をお知
らせします。
（※個別商談は、展示交流会場の隣の部屋で行いますので、時間になりましたらバイヤー席へお越しくだ
さい。）

※個別商談は、できる限り多くの出展者が参加できる
よう調整しますが、バイヤーとの相談の上で商談する
出展者を選定しますので、希望にそえないことがある
旨をご了承願います。

※個別商談バイヤーとの名刺交換時間を設けますので
詳細は当日ご案内します。

❶試食コーナーの設置

会場内に、出展者の商品を一同に並べて来場者に効率よく訴求するための『試食コーナー』を設置しま
す。来場者がご自由に試食頂け、出展商品の調理メニュー例をＰＲ出来ます。
■手順
①出展者が各展示テーブルで試食を作る。
②各社で『試食コーナー』の決められた位置に試食を置いてください。
③各社で作成した試食品ＰＯＰを掲示してください。（名刺を一緒に置くことも可）

※設置スペースは当日ご案内します。
※試食コーナーに設置できるのは1社1品のみ、数量は試食サイズ計50～100個程度を想定しています。
※10:00～16:00のあいだで複数回に分けて設置してください。
※POPのデザインは自由ですが、雛型のデータを提供します。
※アイスクリームなど温度管理等が必要な場合は、試食は出展テーブルのみでも構いません。
※試食コーナーで電化製品を使用したり調理することは出来ません。
※試食設置が無理な場合は、POPとパッケージのみの設置でも構いません。

来場者と出展者に多くの商談機会を創出するため、
２つのプログラムを実施します。

参加任意

時間（午前） 時間（午後）

① 10:30～10:50 ⑥ 13:30～13:50

② 10:55～11:15 ⑦ 13:55～14:15

③ 11:20～11:40 ⑧ 14:20～14:40

④ 11:45～12:05 ⑨ 14:45～15:05

⑤ 12:10～12:30 ⑩ 15:10～15:30

アポイント型個別商談プログラム（予定）

※必要に応じて1食分ずつを試食容器に入れたり、爪楊枝等を使用して設置してください。
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マッチング・展示交流会当日、全出展者の企業情報と商品を掲載した「出展商品カタログ」を
来場者（バイヤー）に配布します。
出展申込みをされた事業者様には、【商品提案書】のフォームをメール（エクセル形式）でお
送りしますので、全ての項目にご記入の上、運営事務局まで期日内に提出をお願いします。
※掲載できる商品は、1社あたり2品までです。

なお、この「出展商品カタログ」をもとに、個別商談バイヤーが商談希望先を選定しますの
で、重要な情報データとなります。（内容は、FCPシートに準拠しております）

■出展商品カタログの製作について

【商品提案書（見本）】

１　／　２品中

商品名

賞味期限

消費期限

主原料産地
（漁獲場所等）

JANコード

内容量
（単位）

（g）
希望小売価格

（税抜）
                           円

1ケースあたり入数 保存温度帯

発注リードタイム 販売エリアの制限
○無
○有→（　　                    　）

縦  ×  横  ×  高さ　重量(kg)

商品特徴

表示義務有

表示を奨励（任意表示）

備考

　◆商品写真

　

アレルギー表示

利用シーン

（利用方法、おすすめレシピ等）

【商品提案書①】

最もおいしい時期

　取引ターゲット
　売り先 （複数可）

（　　　　　　　　　　）

ケース納品単位
最大（　　　　）ケース
最小（　　　　）ケース

ケースサイズ

認証等
（　　　　　　　　　　）

商品写真②
（一括表示）

商品写真①
（外見パッケージ）

HACCPISO

その他（右に記入→）

          外食 メーカー

    宴会 レジャー

商社 卸

食品加工    

有機JAS

中食 百貨店

その他（右に記入→）

【出展に関するお問合せ、お申込みは下記まで】
運営事務局受託者： 株式会社オリジンニッポン 担当：夏山

TEL：06-4967-1130 FAX：06-7220-6901
Email：mail@origin-nippon.com
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10F

（営業時間：平日10:00～18:00）
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企業名

代表者名 ふりがな(　　　　　　　　　　）

所在地 〒

担当者名 ふりがな(　　　　　　　　　　）

ＴＥＬ FAX 

ホームページ

e-mail

自社PR

（100文字程度）

工場（生産）住所

年間売上高 従業員数 社員　　名 ／ パート　　名

◆製造工程（農林水産品の場合は、生産工程）等アピールポイント（150文字程度）

□ 有

□ 無

危機管理体制

担当者 部署名・連絡先

危機管理に対する対応や生産物賠償責任

保険（PL保険）の加入など

　従業員の管理

商品検査の有無

衛生管理への取組

　生産・製造工程の管理

　施設整備と管理

　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※「有」の場合⇒検査項目：

◆品質管理情報

令和元年度「みえの食」マッチング展示交流会
企業情報

◆企業情報をご記入ください。

工場又は圃場写真
（外観・全体）

工場又は圃場写真
（内部)

工場又は圃場写真
（清掃状況）

＜写真＞


