開催概要

出展ブース概要

開催日時 ：2018年10月23日㊋ 10:00〜17：00
10月24日㊌ 10:00〜17:00

1小間のサイズは約6㎡です。(間口3,000×奥行2,000）

会会場場 ：東京ビッグサイト 西1・2ホール
出 展 料 ：1小間

出展料に含まれるもの（基本仕様1小間/2日間）

250，
000円

（税抜）

※原則として1法人・2小間までの出展となります。

出展社募集のご案内

◆複数小間 割引制度について◆

(単位：mm)

※割引制度は原則として1法人2小間申込の場合が対象となります。
2法人2小間の申込は割引制度の対象外になります。
詳しくは事務局までお問い合わせください。

主

催

：地方銀行フードセレクション実行委員会
リッキービジネスソリューション株式会社
来場対象 ：有名百貨店、高級スーパー、大手食品商社、
ホテル、
外食等の商談を目的とした食品バイヤー
※一般の方のご入場はできません。
出展社

個別商談会（参加費無料）

万全のサポート体制

食品バイヤーとの個別商談
を全面バックアップ！

担当銀行が
準備段階から会期後まで
強力にサポート！

：原則として、主催銀行のお取引先で、全国に向けた
販路拡大を希望する
「食品」の生産、加工、販売等の
事業者に限定。

会議用テーブル1,800×600 / 白布

出展規模 ：全国850社程度
（予定）
募集枠に達し次第、締め切りますので、お早めにお申込みください。

第13回

出展料に含まれないもの（オプション）

募集期間

●3口以上（1,500W以内）のコンセント使用、1,500Wを超える電気の使用、

4月9日〜9月14日

2018年

※ご好評につき小間数増枠！
！募集期間を延長します。

個別給排水、備品のレンタル等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。

早期申込特典

Food Selection 2018

6月末日迄！
！

〜15,000名のバイヤーに自社商品をPRする機会をご提供します！〜
（１）先着100社限定 メルマガにて企業紹介（バイヤー約15,000名向け）
（２）先着 50社限定 「食品バイヤーズ.COM」にて企業紹介（会員数約15,000名）
社数限定！
！ お早めにお申込みください。

2018年10月23日㊋ ・ 24日㊌

東京ビッグサイト 西1・2ホール

※お申込みはどちらか一つとなります。定員になり次第締め切らせていただきます。

食品バイヤーズ.COMは地方の食品事業者とバイヤーを結ぶ情報サイトです。
食品事業者・バイヤーインタビュー、都道府県の知事インタビュー、各種食品イベントなどの
最新の食品情報を掲載しています。

株式会社半澤鶏卵
■9月14日

■10月上旬
■10月22日

2 0 1 8 年 1 0 月 2 3 日 ㊋・2 4 日 ㊌
地方銀行フードセレクション2018 開催

リッキービジネスソリューション株式会社
担当 : 奥村・本橋・鈴木・杉山
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル10階
E-mail : info@food-selection.com http://www.food-selection.com
TEL : 03-3282-7712 FAX : 03-3282-7714

広島県

出展社 × 出展社

商品展示コーナー

「こんな素材が欲しい」
「技術が欲しい」
を実現！

イチオシ商品をバイヤーに
PRするチャンス！

湯﨑知事

会員は15，
000名以上の食品バイヤー！！
食品バイヤーズ. C OM

http://www.food-buyer.com/

主催：地方銀行フードセレクション実行委員会
リッキービジネスソリューション株式会社

地方銀行フードセレクションが選ばれる理由
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※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。
（2017年アンケート結果）

主な参加バイヤー
主な参加
加バイ
バイヤ
ヤー
ヤー

●事前セミナー ・ 勉強会の開催
食の販路拡大セミナーを始め、
商談会に向けての事前勉強会を開催。
事務局や専門家を派遣して、
皆様のサポートを行います。

●商談会当日サポート
出展ブースへバイヤーを誘導。
試食提供や商品説明などを協力し、
出展社と一緒になって販路拡大に
取り組みます！
！

④成約につながるプログラム

早期にお申込みをされた出展社限定の
特典として、食品バイヤー15,000名に
自社商品をPRする機会を提供します。

出展社数 : 687社（2016年）⇒831社
（2017年）

大幅UＰ

85

出展社の
％から
「大変満足」
「満足」
との回答をいただきました!!
当日の成約数

継続商談数

558件

15,102件

●商談会後のアフターフォロー

三越伊勢丹、髙島屋、大丸松坂屋百貨店、三菱食品、三井食品、伊藤忠食品、
国分グループ本社、紀ノ國屋、成城石井、セブン‐イレブン・ジャパン、
イオンリテール、アマゾンジャパン、楽天、プリンスホテル、
グランドニッコー東京 台場、日本アクセス、その他多数来場

早期申込特典

③高い商談成約力

バイヤーの94%が
商品の決裁権をもつ。

②銀行員の強力サポート

①バイヤーの質の高さ

三越伊勢丹、紀ノ國屋など有力バイヤーが多数来場！！

皆様の声を次に活かすべく、商談会後
アンケートを実施します。
新規取引前に、バイヤー調査の依頼も
承っております。

商品展示コーナー
● 前回の様子 ●
「新商品」
の商品展示に加え、前回は
「老舗名店街」
と題し、
創業100年以上の老舗メーカーの商品を一堂に集め、展示しました。

出展社の声
● 多数の見積依頼を受け、
今後の成約につながる商談ができた。
（秋田県/加工食品）
● 他社メーカーの商品に刺激を受け、
自社製品開発の参考となった。
（千葉県/加工食品）
● 食品をメインとする商談会のため、
バイヤーの来場目的がはっきりとしており、
商談がスムーズだった。
（広島県/加工食品）

事前エントリー制個別商談会
優良バイヤーとの個別商談会を実施します。
バイヤー、出展社双方に商談希望先をヒアリングし、事前に
商談を組むことで、
より成約率の高い商談が可能です。

出展社 × 出展社マッチング
全国から食品事業者が集まるこの機会に、
出展社同士でも交流を図り、
新たな
ビジネスチャンスを生み出す場を提供します。

《2017年実績》
商談数

484件

新企画
「こだわりの酒と肴」
には、酒類メーカー12社が参加。酒類メーカーの
ブースにて、他出展社の商品である
「肴」
を用意し、試飲試食の提供を行いました。

参加バイヤー

111名
※特典内容については背表紙をご覧ください。

⑤出展社サポートサービス

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事業者様向けに
「商品流通サポート」
・
「出展社交流サポート」等のメニューをご用意しております。
● 販路拡大の支援
● バイヤーの信用調査
● 出展社向け情報提供
（メールマガジン配信）
● 出展社インタビューにてバイヤーへ情報提供
● 助成金等に関してのご案内
※詳細はリッキービジネスソリューション㈱までお問い合わせください。

※詳細は9月を目安にご案内します。

東京ビッグサイトで開催します!

