平成 25 年 4 月 1 日
各 位
西日本シティ銀行
中期経営計画「New Stage 2011~元気よく~」
地域への貢献 地場産業育成

「地方銀行フードセレクション 2013」の開催ならびに出展社募集について
西日本シティ銀行（頭取 久保田 勇夫）は、地方銀行 40 行（予定）合同で、全国の豊か
な「食」とバイヤーを結びつける商談会を開催いたしますのでお知らせいたします。
本商談会は、食品関連のお取引先の全国に向けた販路拡大支援を目的とするもので、今
年で 8 回目の開催となります。
昨年開催された「第 7 回 地方銀行フードセレクション 2012」では、参加銀行 39 行のお
取引先 620 社がブース出展を行い、2 日間で 10,000 名を超える食品担当バイヤーが来場さ
れました。今年度は主催銀行 40 行、出展社 650 社規模で開催し、各行のお取引先に食品担
当バイヤーとの貴重な「出会い」の場を提供いたします。
地元お取引先の「食」の販路拡大に役立つ本商談会への出展社を、下記により募集いた
しますので、あわせてお知らせいたします。
＜参加銀行＞ 西日本シティ銀行、青森銀行、秋田銀行、荘内銀行、山形銀行、岩手銀行、七十七銀行、
東邦銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、武蔵野銀行、千葉銀行、横浜銀行、第四銀行、山梨中央銀行、
八十二銀行、北陸銀行、福井銀行、静岡銀行、大垣共立銀行、三重銀行、滋賀銀行、京都銀行、近畿大阪
銀行、紀陽銀行、鳥取銀行、中国銀行、山口銀行、百十四銀行、伊予銀行、筑邦銀行、北九州銀行、佐賀
銀行、十八銀行、肥後銀行、宮崎銀行、琉球銀行、他、新規参加行

記
１．名

称

地方銀行フードセレクション 2013 〜「食」の力で、日本を元気に！〜

２．開催概要

平成 25 年 10 月 21 日(月) 〜22 日(火) 10:00〜17:00（2 日間開催）
当日スケジュール（予定）
【開会式】10 月 21 日(月) 9:40〜10:00
【商談会】10 月 21 日(月)〜22 日(火) 10:00〜17:00

３．開催場所

東京ビッグサイト 西展示棟 西 1・2 ホール（東京都江東区有明 3-11-1）

４．開催概要
（1）出 展 社 ： 650 社（予定）
原則として、主催銀行のお取引先で、全国に向けた販路の拡大を希望する「食品・
農産品」の生産・加工・販売等の事業者様
（2）来場者見込 ： 約 12,000 名＋海外バイヤー （前年実績 10,323 名）
スーパーマーケット・百貨店等流通企業・外食チェーン・ホテル・卸業・商社・
食品メーカーなどの食品担当バイヤーなど
（3）主

催

： 地方銀行フードセレクション実行委員会（参加銀行で構成）

（4）共

催

： リッキービジネスソリューション株式会社

（5）協

力

： 日本食糧新聞社、一般社団法人新日本スーパーマーケット協会、
他業界関係団体（予定）
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（6）後

援 ： 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、
大阪府、和歌山県、鳥取県、岡山県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、沖縄県、他（予定）

５．出展募集概要
（1）募 集 対 象 ：「食品・農産品」の生産・加工・販売を行っている企業および団体
（2）出 展 料 金 ： 1 小間 262,500 円（税込）（原則、1 法人・2 小間まで）
（3）募 集 期 間 ： 平成 25 年 4 月 1 日(月) 〜 5 月 24 日(金)
※締切日以前でも、募集枠が埋まった時点で締切とさせていただきます。

（4）申 込 方 法 ：「2013 出展申込書」に必要事項をご記入のうえ、下記連絡先まで
FAX または郵送にてお申込ください。
（5）そ

の

他

： 出展小間仕様等詳細につきましては、「出展社募集のご案内」を
ご参照ください。

６．本商談会の特徴
（1）主催銀行のお取引先で全国に向けた販路の拡大を希望する「食」関連の企業および
団体と、地域色豊かな安全で美味しい食材を求める仕入企業の食品担当バイヤーと
の商談の場を提供します。
（2）出展社は会場内に展示ブースを設けて「こだわり」のある自社製品を展示し、全国
から来場する食品担当バイヤーに対し、試飲・試食を通じたコミュニケーションを
行うことにより、取引開始のための PR を行います。また、参加出展社間での情報
交換や地域を越えたリレーションの構築も図られます。
（3）来場するバイヤーと出展社のコミュニケーションを円滑に行うため、農林水産省が
推奨する FCP（フード・コミュニケーション・プロジェクト）に準拠した商品情報
の提供を行っています。すべての出展社の商品情報を FCP 展示会・商談会シート
に準拠した「FCP 商品情報」としてデータベースに格納し、利用登録をされた食品
関連バイヤーに限定して、詳細な商品情報を提供しています。
（4）主催銀行は「地方銀行フードセレクション 2013」を開催することで地域への社会
貢献活動（CSR）を推進し、食品産業の発展を強力にサポートします。
以上

＜本件に関する連絡先・申込書送付先＞
西日本シティ銀行 法人ソリューション部 山中・下田
住所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 1 丁目 3 番 6 号
TEL： 092-476-2747 FAX：092-476-2749
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Food Selection 2013

出

展

規

約

1. 規約の履行
出展申込社に対して主催者が発行した｢出展料請求書｣の入金が確認された時点で、正式な申し込みが完了したものとします。
出展社には、以下に述べる規約および、主催者（地方銀行 フードセレクション実行委員会へ参加した主催銀行とリッキービジネスソリューション
株式会社）
から提示された｢出展社募集のご案内｣および各主催銀行が出展社を対象に開催する｢出展社説明会｣にて配布する｢出展マニュ
アル｣の各規定
（以下に説明する
【6. 展示に関する規約】
に一部記載されています）
を遵守していただきます。
万一、これらに違反していることが明らかになった場合、主催者は判断根拠などを公表することなく、その時期を問わず出展の取り消し、小間・
展示物・装飾物の撤去・変更を命じることができます。出展料は返還いたしません。また、出展の取り消し等によって生じた出展社および
関係者の損害も補償しません。
2. 出展資格
１）
 出展社は主催者が定める｢地方銀行 フードセレクション2013｣（以下、フードセレクションという）
の開催趣旨に合致する法人および団体
とします。主催者は出展基準にしたがって出展申込書等の提出書類により出展審査を行い、出展申込企業が出展基準を満たしている
ことを確認する権利を有します。提出書類に虚偽の記載があった場合、主催者は出展を取り消すことができます。
２）原則として出展は、1法人につき2小間までです。
3. 出展申込数キャンセル・取り消し
１）出展社の事情により出展取り消し・解約をする場合は、下記のキャンセル料をお支払いいただきます。
取り消し・解約の期日

キャンセル料

開催日から２ヶ月以内

税抜出展料の５０％

開催日から１ヶ月以内

税抜出展料の１００％

出展社が既に支払った金額が上記相当金額を超えているときは、フードセレクション実行委員会より超過分から振込手数料を引いた金額
を返還します。
4. 展示スペースの割り当て
１）
 展示スペースは、主催者が定める小間の配置、形状に基づき、所定の手続きにより主催各行にて決定します。出展社はその結果に従う
ものとします。
２）出展社はいかなる理由があってもその全部または一部を、他社と交換・譲渡・貸与することはできません。
３）
 出展申し込みのキャンセル等があった場合、主催者は、説明会で発表した小間配置の全体レイアウトを変更する場合があります。
5. 書類の提出
出展社は、主催者から求められた食品衛生関係、防火関係などのすべての申請書類を指定の期日までに提出しなければなりません。期日に
遅れた場合、主催者は出展申込事項を履行するか否かを決定する権利を持ちます。
6. 展示に関する規約
１）当日、会場内で展示・試食・試飲できるのは、事前に出展申込書によって申請された法人の商品・サービスに限定されます。
２）
 出展社は、出展申込書に記載された法人および商品・サービスなどに変更が生じた場合、速やかに主催者に連絡しなければなりません。
３）
 装飾・展示物などの搬入・搬出、展示方法、試飲・試食・サンプル配布等は、｢出展マニュアル｣に規定された方法を遵守しなければ
なりません。
４）出展社は、通路など自社小間内以外の場所で展示・宣伝などをおこなうことはできません。
５）
 出展社は、熱・臭気・大音量など他社の迷惑となる行為および近隣の展示を妨害する行為をしてはいけません。出展社の行為が他社
の迷惑・妨害に当たるかどうかは主催者が判断し、出展の改善・中止を申し入れる権利を有します。出展社はこれに従うものとします。
６）出展社は、会場に適用されるすべての防火および安全法規・行政指導を遵守しなければなりません。
７）
 フードセレクションの会期中および会期後に来場者および他の出展社に対して迷惑のかかる行為
（強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業
妨害またはこれらに類する行為）
があったと主催者が判断した場合、主催者は出展中止または次回以降の出展申し込み拒否などの申し
入れをおこなう権利を有します。出展社はこれに従うものとします。
８）
 出展社は、自社の小間に限って撮影をすることが可能です。自社の小間以外を撮影する場合は、事前に主催者の許可を取るものとします。
7. 損害賠償責任
１）
 主催者は、いかなる理由によっても出展社およびその従業員・関係者がスペースを利用することによって生じた人または物品に対する傷害・
損害などに対し、一切の責任を負いません。また、出展社およびその従業員・関係者の不注意などによって展示会場内で生じた人または
物品に対する傷害・損害などに対し、一切の責任を負いません。主催者は、いかなる理由によっても出展社およびその従業員・関係者が
入場者、バイヤー等との間で行なった取引、商談等から発生した損害に対し、一切の責任を負いません。
２）
 出展社は、その従業員・関係者の不注意などによって生じた展示会場内およびその周辺建築物・設備に対するすべての損害について、
直ちに賠償するものとします。
３）
 主催者は、自然災害その他不可抗力の原因による会期の変更・開催の中止によって生じた出展社および関係者の損害は補償しません。
４）
 主催者は、自然災害・交通機関の遅延、社会不安などによって生じた出展社および関係者の損害は補償しません。
以上

出展ご希望の場合は、この出展申込書にご記入の上、下記の主催銀行一覧にあるお取引銀行の各担当部門へFAXしてください。

【 2013 出展申込書 】

地方銀行 フードセレクション 2013 への出展を申し込みます
貴

社

平成 25 年

月

日

名

本社所在地

申込社基本情報

代表者氏名

都・府
道・県

〒

市・区・郡

フリガナ

役職名

電話番号
ホームページURL
お取引銀行
出展について

FAX 番号
http://

銀行
これまでに地方銀行フードセレクションに
出展されたことがありますか?

〒

出展されたことがある場合
最後に出展された年をご記入ください。

ある ・ ない

小間

備

出展担当者情報

フリガナ

□ 2010年
）

役職名

FAX 番号

@
有・無
□ 申込社名と同じ

共同出展する会社がある場合のみ、
共同出展する会社名をご記入ください。

出展商品情報

異なる場合は右欄に
ご記入ください。

▶ 共同出展社名

▶
下記の中から出展商品の分類を「ひとつだけ」選んで○をしてください。

出展する商品
開拓を希望する
販路

□ 2012年 □ 2011年
□ 2010年以前
（

所属

E-mailアドレス

出展社名

部

市・区・郡

道・県

電話番号

共同出展

・

考

都・府

（請求書等発送先）

出展担当者氏名

支店

※下記主催銀行の中から、フードセレクションの出展担当となる銀行名・支店
（部門）
名をご記入ください。

希望小間数
出展担当者
連絡先所在地

@

代表者 E-mail アドレス

農産品・畜産品・水産品・加工食品・飲料・その他
□ スーパー
□ デパート
該当する業種に
□ 食品関連のその他小売
3つまで✓をしてください。
□ 食品加工
□ 食品製造

□ CVS
□ 食品関連の専門店
□ 外食
□ ホテル・ブライダル
□ 食品商社・食品卸売		

□ 生協
□ 給食
□ 食材宅配

□ 食品を扱う通販
□ 総菜・弁当・中食
□ その他

※出展社数に限りがあるため、
お申込をいただいてもご出展いただけない場合がありますが、
ご了承ください。
申込情報の
お取り扱いに
ついて
主 催 銀 行

1. ご記入いただいた情報
（以下「申込情報」）
は、
「地方銀行 フードセレクション」主催の各行および共催のリッキービジネスソリューション株式会社が取得・管理し、
以下の目的においてのみ使用します。
●「地方銀行 フードセレクション」の運営上必要となるバイヤー向けのご案内状、
WEBサイトでの出展企業案内の作成等の諸手続きの遂行
●出展社様の取引見込先となりうる事業者の紹介 ●主催する各行が取り扱う商品、
サービスのご案内
2. 出展社様が上記の「使用目的」を希望されない場合は各行の担当者までご連絡ください。以降、
お取扱を中止させていただきます。また、申込情報の開示、訂正、削除などについてのお問い合わせに
関しても、各行の担当者までご連絡ください。

地方銀行 フードセレクション実行委員会

■青森銀行
法人営業部地域開発課
〒030-0823  青森県青森市橋本一丁目9番30号
TEL.017-777-1111 FAX.017-777-6711
http://www.a-bank.jp/
■秋田銀行
地域サポート部
〒010-8655  秋田県秋田市山王三丁目２番１号
TEL.018-863-1212 FAX.018-864-1027
http://www.akita-bank.co.jp/
■荘内銀行
法人営業部
〒990-0043  山形県山形市本町1-4-21
TEL.023-626-9019 FAX.023-626-9033
http://www.shonai.co.jp/
■山形銀行
地域振興部
〒990-8642  山形県山形市七日町三丁目1番2号
TEL.023-634-7328 FAX.023-631-0154
http://www.yamagatabank.co.jp/
■岩手銀行
地域サポート部
〒020-8688  岩手県盛岡市中央通一丁目2番3号
TEL.019-624-8325 FAX.019-622-1266
http://www.iwatebank.co.jp/
■七十七銀行
営業支援部
〒980-8777  宮城県仙台市青葉区中央3-3-20
TEL.022-211-9725 FAX.022-266-6925
http://www.77bank.co.jp/
■東邦銀行
法人営業部
〒960-8633  福島県福島市大町3-25
TEL.024-523-0972 FAX.024-523-1482
http://www.tohobank.co.jp/
■群馬銀行
法人部
〒371-8611  群馬県前橋市元総社町194
TEL.027-254-7141 FAX.027-252-1250
http://www.gunmabank.co.jp/
■足利銀行
ビジネスソリューション営業室
〒320-8610  栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号
TEL.028-626-0512 FAX.028-621-1334
http://www.ashikagabank.co.jp/
■常陽銀行
営業推進部 総合金融サービス室
〒310-0021  茨城県水戸市南町2-5-5
TEL.029-300-2086 FAX.029-300-2668
http://www.joyobank.co.jp/

お問い合わせ先

■武蔵野銀行
営業推進部営業推進グループ
〒330-0854  埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-8
TEL.048-641-6111 FAX.048-641-6690
http://www.musashinobank.co.jp/
■千葉銀行
法人営業部
〒260-8720  千葉県千葉市中央区千葉港1-2
TEL.043-301-8409 FAX.043-248-0537
http://www.chibabank.co.jp/
■横浜銀行
営業統括部 情報ソリューション営業グループ
〒220-8611  神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1
TEL.045-225-1132 FAX.045-225-1130
http://www.boy.co.jp/
■第四銀行
営業統括部  ニュービジネス企画室
〒951-8066  新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071-1
TEL.025-229-8180 FAX.025-222-4363
http://www.daishi-bank.co.jp/
■山梨中央銀行
営業統括部  法人推進室
〒400-8601  山梨県甲府市丸の内1-20-8
TEL.055-224-1091 FAX.055-232-5562
http://www.yamanashibank.co.jp/
■八十二銀行
法人部コンサルティング営業グループ
〒380-8682  長野県長野市大字中御所字岡田178番地8
TEL.026-224-6430 FAX.026-227-8162
http://www.82bank.co.jp/
■北陸銀行
営業企画室
〒930-8637  富山県富山市堤町通り1-2-26
TEL.076-423-7111 FAX.076-421-4389
http://www.hokugin.co.jp/
■福井銀行
営業グループ
〒910-0023  福井県福井市順化1丁目3番3号
TEL.0776-25-8021 FAX.0776-21-9546
http://www.fukuibank.co.jp/
■静岡銀行
法人部
〒424-8677  静岡県静岡市清水区草薙北2-1
TEL.054-345-5411 FAX.054-344-0184
http://www.shizuokabank.co.jp/
■大垣共立銀行
支店部
〒503-0887  岐阜県大垣市郭町三丁目98番地
TEL.0584-74-2196 FAX.0584-82-2083
http://www.okb.co.jp/

■三重銀行
業務統括部
〒510-0087  三重県四日市市西新地7番8号
TEL.059-354-7141 FAX.059-353-2916
http://www.miebank.co.jp/
■滋賀銀行
営業統轄部 法人推進グループ
〒520-8686  滋賀県大津市浜町1-38
TEL.077-521-2852 FAX.077-521-2867
http://www.shigagin.com/
■京都銀行
法人部
〒600-8652  京都府京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町700番地
TEL.075-361-2293 FAX.075-341-5984
http://www.kyotobank.co.jp/
■近畿大阪銀行
情報リレーション室
〒540-8560  大阪府大阪市中央区城見1丁目4番27号
TEL.06-6945-4366 FAX.06-6945-2158
http://www.kinkiosakabank.co.jp/
■紀陽銀行
地域振興部
〒590-0952  大阪府堺市堺区市之町東1丁1番10号
TEL.072-221-1263 FAX.072-221-1810
http://www.kiyobank.co.jp/
■鳥取銀行
ふるさと振興部 地域ビジネス推進室
〒680-8686  鳥取県鳥取市永楽温泉町171番地
TEL.0857-37-0274 FAX.0857-37-0222
http://www.tottoribank.co.jp/
■中国銀行
営業支援部
〒700-8628  岡山県岡山市北区丸の内１-１５-２０
TEL.086-234-6555 FAX.086-232-0155
http://www.chugin.co.jp/
■山口銀行
地域振興部
〒750-8603  山口県下関市竹崎町4丁目2番36号
TEL.083-223-3438 FAX.083-223-3450
http://www.yamaguchibank.co.jp/
■百十四銀行
営業統括部
〒760-8574  香川県高松市亀井町5番地の1
TEL.087-836-2985 FAX.087-836-3697
http://www.114bank.co.jp/
■伊予銀行
ソリューション営業部
〒790-8514  愛媛県松山市南堀端町1番地
TEL.089-941-1141 FAX.089-946-9110
http://www.iyobank.co.jp/

■西日本シティ銀行
法人ソリューション部
〒812-0011  福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目3番6号
TEL.092-476-2747 FAX.092-476-2749
http://www.ncbank.co.jp
■筑邦銀行
ソリューション事業部
〒830-0037  福岡県久留米市諏訪野町2456番地の１
TEL.0942-32-5460 FAX.0942-37-0853
http://www.chikugin.co.jp/
■北九州銀行
地域振興部
〒802-8701  福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-10
TEL.093-513-5385 FAX.093-513-6655
http://www.kitakyushubank.co.jp
■佐賀銀行
営業推進部
〒840-0813  佐賀県佐賀市唐人2丁目7番20号
TEL.0952-25-4565 FAX.0952-24-3130
http://www.sagabank.co.jp/
■十八銀行
法人ソリューション部
〒850-8618  長崎県長崎市銅座町1番11号
TEL.095-827-8102 FAX.095-826-9318
http://www.18bank.co.jp/
■肥後銀行
事業開発部
〒860-8615  熊本県熊本市中央区紺屋町1丁目13-5
TEL.096-326-8602 FAX.096-351-2369
http://www.higobank.co.jp/
■宮崎銀行
営業統括部
〒880-0805  宮崎県宮崎市橘通東四丁目3-5
TEL.0985-32-8223 FAX.0985-32-6517
http://www.miyagin.co.jp/
■琉球銀行
コンサルティング営業部
〒900-0015  沖縄県那覇市久茂地1丁目11番1号
TEL.098-860-3454 FAX.098-862-0704
http://www.ryugin.co.jp/

リッキービジネスソリューション株式会社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-2-1 岸本ビル10F  TEL : 03-3282-7712  FAX : 03-3282-7714
  代表取締役 澁谷 耕一 E-mail: info@food-selection.com     http://www.rickie-bs.com/ 担当／奥村・宇山・大慈弥（おおじみ）

出展ブース概要

原則として1法人・2小間までの出展となります。

Schedule

開催までのスケジュール（予定）

試食用の食材、試食提供用の容器、保温・加工用のホットプレートや
電子レンジなどの機器、商品カタログやポスターなどの販促物を自社
にてご用意いただくだけで、ご参加いただけます。

4月

■4月1日㊊ ....... ● 出展申込み受付開始

5月

■5月上旬 ........ ● 情報入力サイトオープン、各種申請書受付開始
■5月24日㊎ ..... ● 出展申込み締め切り

冷蔵庫・専用給排水設備の設置が義務付けられる食材
肉類／魚類／乳製品／冷凍食品など

6月

■6月上旬 ........ ● 請求書
（出展申込確認書）
発送開始
● 出展マニュアル発送

7月

■7月〜 8月...... ● 出展社研修会および勉強会の開催
（主催銀行ごとに地元で開催）
■7月中旬 ........ ● 公式WEBサイトで出展社情報の公開開始

8月

■8月下旬 ........ ● 各種申込・申請書、提出期限
※ FAXまたはWEBでの申請を受け付けます。

9月

■9月上旬 ........ ● 会場レイアウト決定、公開
（情報入力サイトにて）
● 無料招待券付バイヤー誘客用パンフレット配布開始
※ 取引先等への来場のご案内にお使いください。
■9月下旬 ........ ● 出展社パスなど発送

生ものなど
「傷みやすい食材」
を試食提供する場合は、保健所の指導により冷蔵庫・
専用給排水設備の設置が義務付けられる場合があります。詳しくは事務局までお問い
合わせください。

出展料に含まれるもの（基本仕様1小間・2日間）

1小間のサイズは約6m2です。（間口3,000×奥行2,000ミリ）

壁
面：システムパネル
（ポリ仕上げ･白）
社名パネル：商品名・商品カテゴリー・都道府県名・担当銀行名・社名を表示
●電気使用料
（コンセントは1,500W・2口） ●折りたたみ椅子2脚
●会議用テーブル
（W1,500×D600）
1台 ●白布
1,000

2,700

社名パネル900*300

コンセント
(1,500W・
２口)

2,000

3,000

1,500×600 会議テーブル/白布
折りたたみ椅子×２

10月

オプション

（出展料に含まれないもの）

●1,500W以内での3口以上の
コンセントの使 用、1,500W
を超える電気の使用、個別給
排水、備品のレンタルについ
ては別途オプションでご用意し
ます。
●肉類、魚類、乳製品、冷凍食
品などの商品をサンプル展示
する場合は、
オプションの展示
用冷蔵ケース、冷凍ストッカー
等をご利用ください。

10月21日㊊・22日㊋
地方銀行 フードセレクション2013開催

有力地方銀行主催

農林水産省推奨

FCP展示会・商談会シート
に準拠

地方銀行 フードセレクション
Food Selection 2013

10月21日㊊・22日㊋

多くのバイヤーにご参加いただけるよう、事務局では下記の開催告知・誘客
促進プロモーションを順次実行し誘客を図ります。

会場：東京ビッグサイト

① 昨年ご来場いただいたバイヤー様に
無料招待券付パンフレットを送付

③ 公式WEBサイトによる
情報公開・参加希望バイヤーの登録
⑤ 業界誌・業界新聞等へのプレスリリースおよび広告出稿
⑥ 主要朝刊5紙および
地方新聞・地方TV局・地方ラジオ局等へのプレスリリース

出展申込方法
別紙「出展規約」
をご確認の上、
「出展申込書」に必要事項をもれ
なく記入し、お取引銀行の各担当部門へFAXでご提出ください。
◉ 実行委員会で申込内容を確認後、企画運営事務局のリッキー
ビジネスソリューション株式会社より請求書を発行いたします。
◉ 出展料の入金をもって正式な出展申込手続きの完了といたします。
※ 募集枠に達した時点で、締め切らせていただきます。できる限りお早めにお申込ください。

切

2013年5月24日㊎

FCP商品情報
「地方銀行 フードセレクション 2013」
では、農林水産省が推奨するFCP（フード・コミュ
ニケーション・プロジェクト）展示会・商談会シートに準拠した商品情報の提供を実現
しています。
すべての出展社の商品情報をFCP展示会・商談会シートに基づいた「FCP商品情報」
としてデータベースに格納し、利用登録をされた食品関連バイヤーに限定して、詳細な
商品情報を提供します。商材を探すバイヤーには便利な「商品検索機能」
も整備し、出展
社とバイヤーの双方に24時間・365日、インターネットを通じてビジネスマッチングの機会
を提供します。
FCP商品情報は開催後も出展社によって追加・更新が可能なので、登録バイヤーとも
連携しながら、バーチャル空間での新たな商談機会の創造にも取り組んでいく予定です。

上記の締切日以前でも、募集枠が埋まった時点で締め切らせていただきます。
※ 上記締切日後も募集枠がある場合は、継続して出展を募集いたします。

出展料の返却
出展料入金後の変更・取り消しは原則としてできません。
出展社の事情により出展取り消し・解約をする場合は、下記のキャンセル料をお支
払いいただきます。
取り消し・解約の期日
開催日から２ヶ月以内
開催日から１ヶ月以内

キャンセル料
税抜出展料の５０％
税抜出展料の１００％

出展社が既に支払った金額が上記相当金額を超えているときは、
フードセレクショ
ン実行委員会より超過分から振込手数料を引いた金額を返還します。

開催!!

地方銀行約 行のネットワークを活かし︑
﹁安心・安全・おいしい﹂食材のご紹介をとおして
地域の経済と食文化の活性化を実現します︒

④ 登録バイヤーへのメールマガジンによる出展情報の提供

西展示棟 西1・2ホール

2日間

出展社募集のご案内

② 業界団体本部および主要業界団体の加盟企業への
無料招待券付パンフレットの配布

締

ビジネス
マッチング

8th

〜「 食 」の 力 で 、日 本 を 元 気 に ! 〜

Promotion 来場プロモーション

充実した商談を実現する

「食」の

40

2013年3月末日現在

WEB版出展社成功事例集はコチラ➲
お問い合わせ先

地方銀行フードセレクション

www.food-selection.com

リッキービジネスソリューション株式会社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-2-1 岸本ビル10F TEL : 03-3282-7712 FAX : 03-3282-7714
代表取締役 澁谷 耕一 E-mail: info@food-selection.com
http://www.rickie-bs.com/ 担当／奥村・宇山・大慈弥（おおじみ）

www.food-selection.com

主催：地方銀行 フードセレクション実行委員会

共催：リッキービジネスソリューション株式会社

8th

地方銀行 フードセレクション
Food Selection 2013

推薦
全国有力地方銀行の推薦する
食品メーカー様が出展

1
出展社募集のご案内
全国有力地方銀行で構成する「地方銀行 フードセレクション実行

銀行 フードセレクション」を本年も開催させていただきます。
第8回「地方銀行 フードセレクション２０１3」では、昨年以上に

（人）

7,517名
5,000

0

主催銀行数

提供させていただきます。 また、独自のネットワークを活かして

（社）

10,028名

10,000

クオリティーの高い食品担当バイヤーのみなさまとの出会いの場を

600

10,323名
8,318名

395社

660社
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620社

1日開催

1日開催

2日開催

2日開催

2日開催

15行

32行

37行

39行

約40行
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第4回
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第5回

2011
第6回

2012
第7回

2013
第8回

300

650社

実績!

2

0

5

高い商談成約力
成約力

当日１０件以上成約した出展社多数！最高

2013年10月21日㊊・22日㊋
※2日間連続開催となります。

出

展

場

東京ビッグサイト

料

1小間 262,500円（税込）

西展示棟 西1・2ホール

催

地方銀行 フードセレクション実行委員会

共

催

リッキービジネスソリューション株式会社
スーパーマーケット･百貨店等流通企業・外食チェーン･ホテ
ル・卸業・商社・食品メーカーなどの食品担当バイヤーなど
※一般の方の入場はできません。

来場者（予定）

約12,000名＋海外バイヤー（前年実績 10,323名）

出

原則として、主催銀行のお取引先様で、全国に向けた販
路の拡大を希望する「食品・農産品」の生産、加工、販売
等の事業者に限定します。

展

社

出展規模（予定） 全国650社程度

募集枠に達し次第締め切らせていただきますので、お早めにお申込ください。

後

援（予定） 主催銀行の本店が所在する各府県

協

力（予定） 日本食糧新聞社、一般社団法人新日本スーパーマーケット協会
ほか業界関係団体

■出展社サポートプラン
地方銀行フードセレクションへの出展を機に販路拡大を希望されるメーカー様向けに、
「商品流通サポート」
・
「商談代行サポート」
・
「海外進出サポート」等のメニューを用意。
大手食品卸主催の展示商談会等へ出品し、販路拡大の支援も行っています。

700

10,028名

★量販店、高級スーパーのバイヤーとの新規商談があ
り、数件の成約につながりました。
（佐賀県）
10,323名
9,000

550

8,318名

テストマーケティング
（香港）

★既存顧客との接点と
して、ご挨拶と新商品のアピールが出来ま
した。現在、強化商品として取り扱いが
300
6,000
612社
660社
始まりました。
（愛媛県）
7,517名

3,000

原則として1法人・2小間までの出展となります。

主

動員対象

12,000

出 展 社 数

会

成約した出展社もありました。

出展企業への
フォローアップ

★銀行の方が熱心にお客様を誘導してくださり、新たにスーパーや専門店との取引が開始しました。また、
原料の仕入先と
して出展企業様とも取引が開始しました。
（長野県）
（社）
（人）
来 場 者 数

（両日とも）10:00〜17:00

出展社の声

開催日時

４０件

★108社と商談し、そのうち16社と取引がスタートしました。12社とは引き続き商談を行っています。
（山形県）

開 催 概 要

出展企業がフランスの
フォーシーズンズホテルと
契約成立!

（予定）

販路拡大・営業活動を強力にサポートしてまいります。
地方銀行 フードセレクション実行委員会

前回は21名の海外バイヤーが来場

■主催銀行数、出展社数、来場者数の推移
出 展 社 数

お取引先様のビジネス支援策として、ご好評いただいている「地方

海外
海外バイヤーの招聘
4 （JETROとの連携強化）

北は「北海道」、南は「沖縄」まで出展社600社以上。
全国の商品を求める有力バイヤーが1万人以上来場します。
来 場 者 数

委員会」とリッキービジネスソリューション株式会社は、食品関係の

5つの理由

地方銀行 フードセレクションが選ばれる

0

主催銀行数

3

395社

620社

650社

（予定）

1日開催

1日開催

2日開催

2日開催

2日開催

15行

32行

37行

39行

約40行

2009
第4回

2010
第5回

2011
第6回

2012
第7回

2013
第8回

150

■来場者の内訳
経営者･役員

20.8%

統括バイヤー

20.3%

営業開発

17.0%

商品開発

11.9%

33.0%

食品加工、食品製造

13.3%

外食、
ホテル・ブライダル、給食、惣菜・弁当・中食、
食材宅配

12.7%

部門長

6.3%

生協、食品を扱う通販、食品関連その他小売り

10.0%

部門担当

5.1%

その他本部部門

3.5%

店長･フロア長

1.4%

店舗開発

0.9%

その他（食品周辺の企業含む）

9.8%
21.2%

※このデータはアンケート回答者の属性ではなく、受付をした来場者の属性
を集計したものです。

出 展 社 の 声

初めての出展ですが大勢のバイヤーさんとの出会い
を頂いたのは期待以上でした。また銀行スタッフの
皆さんの手厚いフォローもありがたいです。
（群馬県）

食品商社・食品卸売り

スーパー、
デパート、CVS、食品関連の専門店

出展社向け勉強会

バイヤー限定の商談会なので、実になるお客様が ■ご出展されていかがでしたか？
多数だった。2日間ではもったいない。
（宮城県）

0

バイヤーの質の高さ
質

■来場者の業種

大手食品卸展示商談会へ出品

料理長

0.2%

その他

12.6%

「経営者・役員」層と「統括バイヤー」
が20％強で最も高い結
果となりました。職種からもバイヤーの質の高さがうかがえます。

質の高いバイヤーと、決裁権を持つ役職者や統括バイヤー等が多数来場。
出展社の87.0%から高評価をいただきました。
詳しくは、地方銀行 フードセレクション2013の公式ホームページに掲載してあります。
「地方銀行 フードセレクション2012 実施報告書」をご覧ください。

検討中の新商品について要望や改善点等の意見
がいただけたので、出展には非常に満足しました。
（岐阜県）

不満
2.2%
普通
23.2%

非常に満足
18.1%

満足 56.5%
「2012年度 実施報告書より」

来 場 者 の 声

大変活気があり出展社の熱意を感じました。試食
も多く、売りたい商品がイメージしやすかったです。
是非今後の取引に繋げたいと思うメーカーさんに多
く出会えました。
（食品を扱う通販）
2日間でやっと一通り見られる感じで充実した展示
会だと思いました。全国の優れた商品をお持ちの
メーカーさんや業者さんと前向きな話ができて満足
です。
（デパート）

■来場されていかがでしたか?
不満
不満
2.2%
2.6%
普通
23.2%
普通
20.9%

非常に満足
非常に満足
19.1%
18.1%
満足
満足
57.4%
56.5%

「2012年度 実施報告書より」

過去7回の「地方銀行 フードセレクション」の運営ノウハウを基に、
「食のビジネスマッチング」の新たなソリューションを全国有力地方
銀行のネットワークが提供します！
！
不満
2.6%

非常に満足

