
平成 27 年度

自慢の逸品

開 催 日  2016 年２月２日
開催場所  長野県松本合同庁舎
 

 

 

 

 

 

 

買い手企業のブースを、売り手企業が訪問する逆商談会形式（

主催 松本商工会議所 大町商工会議所
商工会議所 諏訪商工会議所
会議所 上松町商工会 大桑村商工会

共催 長野県松本・北安曇・諏訪・
後援 松本信用金庫 諏訪信用金庫

お問合せ 

 

下諏訪商工会議所
■中小企業相談所

 

百貨店、スーパー、飲食、

通販、ホテル・旅館など 

買い手企業 
百貨店、スーパー、飲食店、

通販、ホテル・旅館など 

加工食品・日配品

●長野県中信 16 商工団体が主催する、食品製造業者向け販路拡大支援事業です。支援機関や行政、金融機

関が連携して開催する商談会で、本年度で

●本商談会は、新たな商品発掘を希望する「買い手企業」（百貨店、スーパー、飲食、通販、ホテル・旅館など）と、

自慢の逸品の販路拡大を目指す「売り手企業」（食品製造業）とのビジネスマッチングを目的としています。

●買い手企業 20 社以上、売り手企業

年度 中南信エリア商工団体連携事業

自慢の逸品 発掘・売込逆商談会

２月２日(火)10 時～

松本合同庁舎（松本 I.C より至近）

 

 

買い手企業のブースを、売り手企業が訪問する逆商談会形式（1

 
大町商工会議所 安曇野市商工会 塩尻商工会議所 岡谷商工会議所

諏訪商工会議所 茅野商工会議所 駒ケ根商工会議所 伊那商工会議所
大桑村商工会 南木曽商工会 木曽町商工会 木祖村商工会

・他各地方事務所 長野県中小企業振興センター
諏訪信用金庫 飯田信用金庫 アルプス中央信用金庫 ほか

商工会議所 http://www.cci.shimosuwa.nagano.jp
中小企業相談所      TEL０２６６－２７－８５３３

FAX０２６６－２８－８８１１

加工

売り
加工食品製造業

 

食品・日配品 

商工団体が主催する、食品製造業者向け販路拡大支援事業です。支援機関や行政、金融機

関が連携して開催する商談会で、本年度で 3 回目となります。                        

●本商談会は、新たな商品発掘を希望する「買い手企業」（百貨店、スーパー、飲食、通販、ホテル・旅館など）と、

自慢の逸品の販路拡大を目指す「売り手企業」（食品製造業）とのビジネスマッチングを目的としています。

社以上、売り手企業 60 社以上を募集します。 

中南信エリア商工団体連携事業 

発掘・売込逆商談会 

時～16 時（予定）  

至近） 

 

1 回 15 分程度） 

 
岡谷商工会議所 下諏訪

伊那商工会議所 飯田商工
木祖村商工会 

センター ほか 
ほか   （以上予定） 

cci.shimosuwa.nagano.jp 
８５３３  

８８１１ 

加工食品製造業

売り手企業 
加工食品製造業 

参加無料 

商工団体が主催する、食品製造業者向け販路拡大支援事業です。支援機関や行政、金融機

                         

●本商談会は、新たな商品発掘を希望する「買い手企業」（百貨店、スーパー、飲食、通販、ホテル・旅館など）と、

自慢の逸品の販路拡大を目指す「売り手企業」（食品製造業）とのビジネスマッチングを目的としています。                                                             



 

 

１ 

○買い手企業がブースを構え、売り手企業が訪問

する逆商談形式（１回１５分）
 
○時間内であれば、可能な範囲で何社とのも

ができるメリットがあります。
一定時間お待ちいただきます

２ 

○売り手企業は「FCP 商談会シート」を作成

ことで、限られた時間内で効率的なプレゼンテ

ーションが出来ます。（

事前に主催者までご提出いただきます

○ＦＣＰ商談会シートは、

る予定です。また、各支援機関で

トをいたします。（FCP

３ 

○参加の売り手企業の皆様による商品展示会を開

催する予定です。 
 
○買い手企業のバイヤーへ直接

手企業同士の情報交換にご活用いただけます。
（参加は任意） 

  

昨年度の開催状況（平成２６

１ 開催日・会場  平成２６年１１月４日（火

２ 参加者数    買い手企業２２社

３ 参加者アンケートより 

＜売り手企業＞ 

Ｑ．何社と商談出来ましたか？

○普段商談できない企業と商談できて良かった。

○自社商品がＰＲできた。商談が成立した。

○思ったより商談時間がありとても良かった。

○（タイムキーパー制により）時間が守られて

いて商談件数が増えた。 

特  徴  

買い手企業がブースを構え、売り手企業が訪問

する逆商談形式（１回１５分） 

可能な範囲で何社とのも商談

メリットがあります。（順番制のため、

一定時間お待ちいただきます） 

商談会シート」を作成する

ことで、限られた時間内で効率的なプレゼンテ

（ＦＣＰ商談会シートは、 

ご提出いただきます） 

は、作成の勉強会を開催す

る予定です。また、各支援機関で作成のサポー

FCP←検索） 

参加の売り手企業の皆様による商品展示会を開

買い手企業のバイヤーへ直接ＰＲしたり、売り

手企業同士の情報交換にご活用いただけます。 

 

２６年度） 

平成２６年１１月４日（火） 長野県松本合同庁舎２階講堂

買い手企業２２社 売り手企業６６社 

 ＜買い手企業

Ｑ．何社と商談出来ましたか？ 

 

Ｑ．提案内容の期待度はいかがですか？

○普段商談できない企業と商談できて良かった。 

○自社商品がＰＲできた。商談が成立した。 

○思ったより商談時間がありとても良かった。 

○（タイムキーパー制により）時間が守られて 

○商品のバリエーションが多く興味を引く商品が

多かった。 

○とても参考になる商品が多く参加して良かった。

○日配品をもっと提案していただきたい。

○興味深い商品を見つけられて良かった。

 

 

 

長野県松本合同庁舎２階講堂 

買い手企業＞ 

期待度はいかがですか？ 

 

○商品のバリエーションが多く興味を引く商品が 

○とても参考になる商品が多く参加して良かった。 

○日配品をもっと提案していただきたい。 

○興味深い商品を見つけられて良かった。 



本年度の開催概要（平成２７年度予定） 
 

１．日  時 平成 2８年２月２日（火） 10 時～16 時（時間は予定） 

２．会  場 
長野県松本合同庁舎 ２階講堂 

（松本市島立 1020、長野自動車道松本 I.C 至近、無料駐車場有） 

３．参加要件 

■買い手企業 

・スーパー・百貨店、小売業、卸売業、ホテル・旅館業、飲食業等で、新たな商品

（加工食品・日配品）をお探しの買い手企業。（最大２５社程度） 

■売り手企業 
・新たな販路開拓を希望する食品製造業者で、主催者の会員、又は共催者や後援者よ

り推薦を受けた事業所。（最大７５社程度） 

・「ＦＣＰ商談会シート」を事前にご提出いただけること。 

４．商談形式 

 
買い手企業の各ブースを、売り手企業が訪問する逆商談会形式（1 回 15 分程度） 
※買い手企業のブース仕様：パネルブース内に長机１、白布、イス３席までを設置予定。 

５．申込方法 
裏面の申込書をご記入の上、FAX にてお申込み下さい。申込み受付後、詳しいご案内

を別途お送りいたします。 

６．締め切り 
①参加申込期限 平成２７年１１月１０日（火） 

②ＦＣＰ商談会シート提出期限 平成２７年１２月１０日（木）（売り手企業のみ） 

７．留意事項 

１）商談会への参加は無料です。（交通費その他は参加者ご負担） 

２）当日の商談会は順番制を予定しています。確実な商談をお約束する事はできません。 

３）試食品の持ち込みは可能ですが、衛生管理やゴミの持ち帰りなど全て貴社の責任のもと行う

こととします。また、販売行為・調理行為・火器類の持ち込みを禁止します。（要冷蔵のも

のはクーラーボック等をご使用願います。温め用の電子レンジを事務局で準備の予定です） 

４）本商談会を契機に発生した取引等のトラブルや損害・健康被害等について、運営側（主催・

共催者等 0）は一切責任を負いません。その他詳細は、別途ご案内致します。 

 

◆会期までのスケジュールについて（概要） 

（１）商談会への参加申込期限 平成２７年１１月１０日（火） 

（２）商談会シート作成勉強会の開催 〃     １０～１１月（予定）（売り手企業向け） 

（３）商談会シートの提出期限 〃     １２月１０日（木）（売り手企業のみ） 

（４）開催当日のご案内 平成２８年  １月中旬頃（予定） 
※その他詳細については、お申込後ご案内致します。 

 
昨年度参加企業（参考・順不同）※本年度の参加は未定です。 

■買い手企業 

㈱アップルランド アルピコ交通㈱サービスエリア事業部（梓川サービスエリア（上り線） アルプスシャツ㈱フード事

業部（梓川サービスエリア（下り線）） イオンリテール㈱ ㈱イトーヨーカ堂アリオ松本店 ㈱井上 ㈱王滝 ㈱荻野

屋長野店 ㈱関広（ひかり TV ショッピング） (有)信州自然王国 信州塩尻農業公園チロルの森 （一社）信州・長野

県観光協会 生活協同組合連合会コープネット事業連合 ＆生活協同組合コープながの ㈱外松 蔦井㈱HS 事業部 ㈱ツ

ルヤ 東洋観光事業㈱ホテル翔峰 ㈱ながの東急百貨店 ㈱丸水長野県水 ４７ＣＬＵＢ（信濃毎日新聞社） リーベ㈱ 

㈱渡辺製麺 

■売り手企業 

㈱よしとも カントリーキッチン順燻の家 セントラルフーズ㈱ トライｔｏヘルス 松本荻原製菓㈲（あづみ野菓子工

房 彩香） ㈱エイワ穂高ブルワリー ㈱おむすびころりん本舗 ㈱穂高観光食品 ㈱マル井 ㈲あづみ野食品 ササキ

商事㈱ 丸大食品㈱ マルマン㈱ 宮下製氷冷蔵㈱ 櫻井穀店 ㈱八坂こうげん 松亀味噌㈱ ㈱ニチワ工業 ㈱霧しな 

㈲桑の郷 Tom's restaurant くらやのおやき 信州塩尻農業公園チロルの森 短歌おやき 寺沢農園 美勢商事㈱ 矢

沢加工所企業組合 ㈲各務製粉（おやき工房旬菜花） 菱友醸造㈱ ㈱藤正 ㈲佐研フーズ 山清酒造㈱ 小松食品㈱ 

㈱加藤鯉店 ㈱渡辺製麺 ㈲天龍農林公社 ㈱信州東御市振興公社オラホビール 柄木田製粉㈱ 限界集落一番 ㈲酢屋

亀本店 白馬サンプソンファーム 松川村黒豆生産加工組合 小沢そば㈱ 加工組合さくら 上高地みそ㈱ ゴールドパ

ック㈱ シックスセンス㈱ ナチュラルベーグル歌 久星食品㈱ 文岳堂 洞沢豆富店 山崎商店 ㈱石井味噌 ㈱オリ

ザミッション ㈱かまくら屋 ㈱上州屋 ㈱信栄食品 ㈱信州蜂蜜本舗 ㈱ナガノトマト ㈱丸正醸造 ㈱水城漬物工房 

㈲クシマ商事 ㈲本郷鶏肉 加工研究グループ食ごころ ㈱ゆず姫 ㈱秀果園 
※本年度の参加者情報は、一定時期以降松本商工会議所ホームページにてアップする予定です。 


