平成 21 年度農林水産省支援事業
食農連携促進事業（商談会等開催支援）

全国！食の発掘商談会～農商工連携の“宝さがし”～in 香川

《 バイヤー募集要項 》

平成 21 年 10 月

◆．ごあいさつ
を

私ども、株式会社ブランド総合研究所は、地域ブランドに関する調査とコンサルティング

水産

う掭挋企業で、 国 地の地域活性化に向けた取組みを応援しています。このたび農掚
の拙捉事業の 択を受け、香川県高松 のサンメッセ香川にて、平成 22（2010）

1 月 20 日（水）
、21 日（木）の 2 日間、
「

国！食の発 商談会 農商工連携の

in 香川」を開催することになりました。
「

国！食の発 商談会 農商工連携の

さがし

in 香川」は、四国４県において農

商工等連携促進法などの認定を受けた取り組みにより開発された商品や、食
ー展開事業等を活用して開発された商品（加工食品
回の商談会ならではの大きな

さがし

等）を集めて

産業クラスタ

れる商談会です。

として、出展者に対して、商品の せ方や

を指

南するブラッシュアップ研修会を事前に実施し、出展者、バイヤーの皆様の双方にとって
WIN－WIN の成果に結びつくような取組を目指しております。
つきましては、ご

中の

、 に

とは掑 ますが、主 をご

いただき、この機

会に是非バイヤーの皆様に、ご参加いただけますようお願い申しあげます。実施概要は下記
の通りです。

なお、本商談会は、農掚水産

が経済産業

り一層の推進を目的として実施する「平成 21

と連携して進めている「農商工連携」の、よ

食農連携促進事業（商談会等開催支援）
」

に基づいて実施されるものです。

◆．実施概要
１．開催日時
平成 22（2010）

1 月 20 日（水）15：00-19：00

21 日（木）10：00-17：00（合計 2 日間）

２．主催等（予定）
○主催：ブランド総合研究所、四国・食の発 実

○共催：読売新聞社、エムズプランニング

会

○後援：中国四国農政局、四国経済産業局、中小企業基盤整備機構四国支部、香川県
○

：都

農

※「後援」に記載の

交 活性化機構、食品需給研究センター
体につきましては、

申請

いません。
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きを

っているため、まだ確定ではござ

３．開催場所
サンメッセ香川 大展示場（Ａ＋Ｂ）

大展示場
Ａ+Ｃ又は
Ａ＋Ｂ
Ｂ+Ｃ
（2,589㎡）

[施設概要]

住所：〒761-0301 香川県高松 掚

2217-1

Tel：087-869-3333／Fax：087-869-3336

交通アクセス：高松駅からのアクセス【タクシー 約 25 分（約 3,000 円）、挢拓バス 約
30 分（430 円）】

高松空港からのアクセス【タクシー
地内

場（700 台）

約 30 分（約 4,000 円）
】

４．開催プログラム（予定）
開催日

時

間

1月20日(水)

1月21日(木)

※内

内

容

15:00 17:00

●オープニングセレモニー
・ごあいさつ 等
●記挡シンポジウム
・農商工連携の成 事捁 捈等の講演
・バイヤーによる座談会

17:00 19:00

●名 交 会（交 会）、 食会

10:00 17:00

●商談会（展示）

11:00 13:00

●予選会（食農スター誕生）

13:30 15:30

●食農スター誕生！オーディション

については

調整中です。一部

になる可能性があること、予めご
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ください。

５．参加出展者（想定）
○出展対象：以下の支援事業で開発された商品等（加工食品、
①農商工等連携促進法の認定を受けた取組

等）

②地域資源活用促進法の認定を受けた取組
③食

産業クラスター展開事業や食農連携促進事業などを活用した取組

④その他公的機関の支援を活用した取組
⑤国内農掚水産 を活用した商品

※出展品は四国４県で開発・加工されたものに限ります

○出展者数：

（①

⑤の順に優先）

40 社损

※出展者決定後、商談会開催までに「出展者リスト」を、参加されるバイヤーの皆様に
お送りいたします。

６．バイヤー参加要件
以下の（１） （３）の必須要件と、（４） （６）の選択要件について、ご対応いただけるバ

イヤーが参加対象となります。
【必須要件】

（１）百貨店、スーパー、コンビニ、通販、小売、卸、
仕入れ担当者また商品開発担当者であること。

通、ホテル・旅館、商社等の食品の

（２）バイヤー参加申込書の作成及び出展者等への提供が可能であること。
（３）商談会開催時のアンケートに回答していただくこと。

【選択要件】

（４）シンポジウムにおける座談会*1 への参加が可能であること。
（５）事前アポイント型個別商談*2 への対応が可能であること。

（６）食農スター誕生！オーディション*3 への参加が可能であること。
＊1

･･････シンポジウムにおける座談会は、バイヤーをパネリストとして、司会者等により「バイヤ
ーの求めること」
「ヒット商品の条件」など、出展者にとって実践的・実用的な事項につい

＊2

＊3

てホンネで語っていただくものです。

･･････事前アポイント型個別商談は、事前にお渡しする出展者リストのうち、興味ある商品（出
展者）と事前にマッチングの機会を設定するものです。

･･････食農スター誕生！オーディションは、場内ステージにて、出展者自らバイヤーに対してプ
レ

ンテーションを

だくものです。

うもので、その出展品に対して必要に応

- 3 -

てご

等をお

しいた

７．参加バイヤー募集数
50 100 社损
※首都圏（東京・大阪名等）からご来場いただける方に限り、申込先着 30 社まで、１社につ
き１名様分の旅費（上限 40,000 円）を事業実施主体が負担いたします。

（予算には限りがございます。）

８．参加申込方法
（１）申込期間

平成 21（2009）

10 月 1 日（木） 同 12 月 25 日（ ）

（２）申込必要書類

バイヤー参加申込書（別紙参照）

（３）申込方法

FAX にてお願いいたします

９．その他
（１）商談会等に参加申し込み後に参加をキ

ンセルされた場合は、発生したキ

実費分を請求させていただくことがあります。

ンセル

の

（２）本「バイヤー募集要項」に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、株式
会社ブランド総合研究所がその対応を決定するものとします。

（３）農掚水産 の方拏等によって、内 が

される可能性がある を予めご

ください。

【お問合せ先】
〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-8-5 河野虎ノ門ビル 4 階
株式会社ブランド総合研究所
TEL：03-3539-3011 FAX：03-3539-3013
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平成 21 年度農林水産省支援事業

食農連携促進事業（商談会等開催支援）

全国！食の発掘商談会～農商工連携の“宝さがし”～in 香川
－四国ブロック商談会

バイヤー参加申込書－

「全国！食の発掘商談会～農商工連携の“宝さがし”～in 香川」にご参加を希望されるバ
イヤーの方は、下記フォームに必要事項をご記入いただき、四国・食の発掘実行委員会宛
にＦＡＸにてご送付ください。

ＦＡＸ番号：03-3539-3013
御社名
〒
住所
部署名
担当者名
電話番号
ＦＡＸ番号
E-Mail
対応要件
ご意向

プレ
イベント
来場意向

以下の３つの選択要件のうち、ご対応が可能であるものに□内に「レ印」
をつけてください。

□

シンポジウムにおける座談会への参加が可能である。

□

事前アポイント型個別商談への対応が可能である。

□

食農スター誕生！オーディションへの参加が可能である。

平成 21 年 12 月 10 日（木）～12 日（土）に東京ビックサイトにて開催され
る「地域食とものづくり総合展 2009」に、プレ商談会として出展いたしま
す。本展示会にご来場いただける方は、□内に「レ印」をつけてください。

□

地域食とものづくり総合展 2009 に来場する。

お問い合わせ先 四国・食の発掘実行委員会（ブランド総合研究所内）
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-8-5 電話 03-3539-3011／FAX 03-3539-3013

