
　全面禁止です。（持ち帰り用のサンプル提供

　は可能です。）

●今後の感染状況によっては、急遽中止の判断

　をせざるを得ない場合がございますので、予

　めご承知おき下さい。

　会派遣）が来場されますので、各自必要に応

　じてアンケート調査を実施してください。

　ます。午後からは一般消費者（札幌消費者協

◇出展者自らが参加し、バイヤー等の流通業者

令和２年１０月２８日（水） 10:00～15:00

希望される出展者には、専門家による展示ディ

申込方法

現地指導

留意事項ホテル札幌ガーデンパレス

　　札幌市中央区北１条西６丁目

　等に対して製品のＰＲ・商談を行なって頂き

場合がございますので、ご容赦ください。

　専門家：㈱ファームステッド　プランナー

　限定されており、申込多数の場合は新規出展

　申込者が優先となります。

●会場内での「試食・試飲」、「調理行為」は

令和２年度伴走型小規模事業者支援推進事業 別紙３

開催日時

商談会（北の味覚、再発見!!）出展を支援します！
　小規模事業者の販路開拓・拡大に向けて、道内（札幌）で開催される展示・商談

会「北の味覚、再発見!」への出展を支援します。

出展支援

❸送付された書類に必要事項を記載のうえ、

　※上記書類は、こちらのＷＥＢサイトからも

　ダウンロードできますのでご活用ください。

の一部を助成致します。参加者数や内容によっ

することを条件に出店費用（小間料・交通費）

て助成額が変動しますので、具体的内容を知り

たい方は商工会までご連絡下さい。

URL：http://hakodate-higashi.main.jp/

　方法に応じて

小規模事業者に対しては、出店後報告書を提出

◇ 新型コロナウイルス感染防止対策

●感染拡大防止のため、募集企業数が４０社に

提出先アドレス　y.ise@shokokai.hokkaido.jp

　品毎に作成してください。

　『展示商談会出展企業登録票』(様式３)

　を送付します。

別添のとおり開催要領

　※『展示商品出品明細書』(様式２)は出展商

　走型小規模事業者支援推進事業申込書を商工

❷❶の申込書に記載した出展申込書類等の受取

　『展示・商談会出展申込書』(様式１)、

　『展示商品出品明細書』(様式２)、

　８月２５日（火）までに『商品画像データ』

　とともに商工会本所または支所にご持参いた

　だくか、電子メールにて提出してください。

　会へ提出していただきます。

❶８月１８日（火）までに別紙の令和２年度伴

　　　　　　　　　　　　　阿部　　仁　氏開催場所

なお、希望者多数の場合は、ご希望に沿えない

スプレイ、パッケージ等の現地指導を行います。

http://hakodate-higashi.main.jp/


令和２年度 特産品等販路開拓支援事業  

特産品展示・商談会『北の味覚、再発見!!』開催要領 

 

１ 目  的 

   本展示商談会を開催することにより、流通業者との商談マッチングや商品情報を直接

伝える機会を提供し、道内商工会地域の中小企業・小規模事業者の販路開拓・拡大と地

域特産品の認知度向上を図る。 

２ 主  催 

    北海道商工会連合会 

３ 開催年月日 

    令和２年１０月２８日（水）１０：００～１５：００ 

４ 開催場所 

   ホテル札幌ガーデンパレス（札幌市中央区北１条西６丁目 TEL：011-261-5311） 

５ 募集対象 

  道内商工会地区に本社（本店）のある食品製造・販売業者及び関係団体等 

６ 募集企業数 

  ４０企業・団体 

  ※今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、募集企業数を限定させていただきます。 

※申込多数などの場合は、新規出展を優先させていただきます。 

７ 参集者 

 （１）流通業者（百貨店、スーパー、卸業、ホテル、通販会社、飲食店等） 

 （２）関係機関（北海道経済産業局、北海道、道内市町村関係者、金融機関等） 

（３）一般消費者（札幌消費者協会派遣、フードマイスター有資格者） 

 

８ 出展料及び什器等レンタル料 

  無 料  

但し、商工会による伴走型補助金を活用する場合は、下記のとおり出展料及び什器レ 

ンタル料をご負担ください。 

（１）出展料 

基本小間料（店舗看板含む） 金額(円) 

250cm×200cm (下記図参照) 20,000 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

≪1事業者あたりの出展ブースのイメージ≫ 

約
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0
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平台 

（W180cm×D90） 

通 路 

約200cm 

 

平台（荷物置き） 

※各ブース後方に平台(W180cm×D45)１台を設置

しております。（荷物置き等として利用可） 
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（２）什器等レンタル料 

種 類 金額(円) 種 類 金額(円) 

平台 180cm×90cm 無 料 平台 90cm×90cm 無 料 

冷蔵オープンケース 180cm 40,000 冷蔵オープンケース 150cm △ 40,000 

冷蔵オープンケース 120cm △ 40,000 冷蔵オープンケース 90cm  △ 40,000 

冷凍オープンケース 180cm 40,000 冷凍オープンケース 150cm △ 40,000 

冷凍オープンケース 120cm △ 40,000 縦型冷蔵ケース           △ 30,000 

 （△）台数に限りがあり、申込状況によって調整させていただく場合がございますので、ご了承下さい。 

  ※ 調理行為の対象となる什器のレンタルはご用意しておりません。 

  

９ スケジュール 

時 間 内 容 

08:30～ 出展者受付・出展準備作業 

09:20～09:30 出展者説明会 

09:50～10:00 
開会式 

（開会挨拶：北海道商工会連合会） 

10:00～15:00 
（10:00～15:00） 

（10:00～12:00） 

（13:00～15:00） 

展示・商談会 

・流通業者等との商談 

・展示ディスプレイの現地指導 

・消費者への商品紹介、求評 

15:00 閉  会 

15:00～16:00 撤収作業、商品搬出（※搬出終了企業から順次、解散） 

  

10 展示ディスプレイ等の現地指導 

  商談会当日、専門家による展示ディスプレイに係る現地指導を実施いたします。 

  指導を希望する場合は、申込書類「①展示・商談会出展申込書（様式１）」の希望欄に 

  “○”を記入下さい。 

  【専門家】ＡＲＳＡＮ(アーサン)阿部  仁 氏＜㈱ファームステッド プランナー＞ 

   ・当社は「デザイン」を使って地域ブランドの価値を高める事業を道内外で展開し 

ており、当会の販路開拓セミナーや専門家派遣制度による個別指導の実績あり。 

・平成 29年度より本商談会のディスプレイ指導を担当し、累計 70企業を指導。 

 

11 新型コロナウイルス感染防止対策に係る留意事項 

（１） 各ブースの両サイド、後方はパーテーションで区切り、飛沫防止対策としてビ 

ニールカーテンを設置いたします。 

（２） 新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、「試飲・試食」、「調理行為」は禁止 

とさせていただきます。※「持ち帰り専用」のサンプル提供は可とします。 

（３） 今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、急遽中止の判断をせざるを得 

ない場合がございますので、予めご了承下さい。 

 

※ 詳細については、出展者に改めてご案内いたします。 
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※その他、函館東商工会を通じて出展する小規模事業者には、１社につき２名を限度に現地までの旅費（交通費・宿泊費等）を補助致します。



12 申込方法 

  申込書類(様式１～３)に必要事項を記入の上、商品画像と共にメールにて提出下さい。 

（１） 申込書類 

① 展示・商談会出展申込書  (様式１) 

② 展示商品出品明細書    (様式２) ※出展商品毎 

③ 出展企業登録票      （様式３） 

④ 商品画像データ（出展商品全て） 

（２） 申込締切  令和２年 ８月２６日（水）＜必 着＞  

（３） 申込先    北海道商工会連合会 組織経営支援部市場開拓支援課  

E-Mail: shijo@do-shokoren.or.jp  

 

＜参 考（令和元年度）＞ 

（１）出展事業者     ４５企業・団体 

（２）来 場 者    ２６２名 

①流通業者     １５８名（７９企業） 

②関係機関等     ３７名 

③札幌消費者協会   ６３名 

④北海道ﾌｰﾄﾞﾏｲｽﾀｰ   ４名 

(３) 商談件数     ２６１件 

mailto:shijo@do-shokoren.or.jp
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　　記入の上、８月１８日（火）までに商工会へ提出して下さい。
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