
(参考)平成27年度　主な商談会等一覧
商談会等名称 開催期間 開催場所 主催者 来場見込み 出展対象者 通常出展料 特徴 URL 出展申込締切

1
「ザ・ベストバイヤーズ」JALUX
との個別商談会

2015年9月7日
（月）

リージャス新
大阪阪急ビ
ルカンファレ
ンスセンター

大阪商工会議所 -

通信販売（雑貨：旅行雑
貨、メンズ・レディース
パッション、バッグ、靴、ア
クセサリー、インテリア等）
食品（健康食品以外）
お土産（インバウンド需
要、賞味期限が長く、輸
送に強い）ギフト（産地直
送品、こだわりの商品）

16,000円（1社2
名まで）

空港および機内販売等が期待される
ほか、海外からの旅行者向けの商品
提案が可能。付加価値が高く、こだわ
りのある商品などが想定されます。

http://www.osa
ka.cci.or.jp/tbb
/about/

定員に達し次第、
受付終了

2
「ザ・ベストバイヤーズ」東急百
貨店との個別商談会

2015年9月15日
（火）

リージャス新
大阪阪急ビ
ルカンファレ
ンスセンター

大阪商工会議所 -

銘菓（東急百貨店内の
「諸国名産コーナー」に
て販売できる全国の銘菓
※大阪府下のメーカー希
望）
デイリー食品（グロッサ
リー・日配※大阪府下）

16,000円（1社2
名まで）

渋谷に本店、東横店、渋谷ヒカリエ
ShinQsの3店舗のほか11店舗を構え
る。安心・安全の「こだわり・希少性」の
ある差別化商品「旬・話題性・情報発
信性」のトレンド商品の開拓。

http://www.osa
ka.cci.or.jp/tbb
/about/

定員に達し次第、
受付終了

3
中小企業テクノフェア　in九州
2015

2015年10月7日
(水)～9日(金)

西日本総合
展示場　新
館

（公財） 西日本産
業貿易コンベン
ション協会

約35,000名

機械・金属加工・情報通
信・ソフト・ロボット・半導
体・医療・福祉・環境・バ
イオ・化学・樹脂・繊維加
工・物流機器、その他等
を有する事業者。

基本小間料
154,000円（消費
税込）～

“環境とモノづくりの街”
北九州で進化し続ける中小企業の展
示会。
“ものづくり”に積極的に取り組み、自
ら培った技術による優秀な高品質製
品や新製品及び技術力をもとに、積極
的にビジネスマッチングによる販路開
拓を目指す中小企業を募集します。

http://www.kyu
shu-
tf.com/index.ht
ml

2015年7月21日
(火)

4 エコテクノ2015
2015年10月7日
(水)～9日(金)

西日本総合
展示場　新
館

福岡県/北九州市
/経済産業省　九
州経済産業局
/(公財)西日本産
業貿易コンベン
ション協会

約30,000名

北低炭素・温暖化防止技
術／大気・水質・土壌等
浄化・汚染防止技術／廃
棄物処理・リサイクル技術
／環境ソリューション／環
境建築・土木／自然修復
技術／水ビジネス／エコ
プロダクツ／エネルギー
／スマートコミュニティー
等を取り扱う事業者。

基本小間料
237,600円（消費
税込み）

　エコテクノでは、北九州市での取り組
みや、今後日本の環境問題解決の手
口となるであろう最先端の技術・研究
を紹介し、下記の分野に力点を置き企
画を進めてまいります。 1.レアメタルの
回収等 資源リサイクル技術の紹介、2.
住宅の省エネ・高効率エネルギー技
術、3.PM2.5対策製品・技術の紹介、
4.環境国際セミナーの開催（予定）【新
企画】

http://www.eco
-t.net/

2015年7月21日
(火)

5
「ザ・ベストバイヤーズ」サンプ
ラザとの個別商談会

2015年10月8日
（木）

リージャス新
大阪阪急ビ
ルカンファレ
ンスセンター

大阪商工会議所 -
グロッサリー、デイリー、
生鮮。

16,000円（1社2
名まで）

南大阪を中心に32店舗を展開する食
品スーパー。「おいしくて安全なものを
より安く」がモットーで、合着、添加物
が含まれないものを中心に販売。燃焼
341億円

http://www.osa
ka.cci.or.jp/tbb
/about/

定員に達し次第、
受付終了

6
[九州]外食ビジネスウィーク
2015

2015年10月27日
(火)～29日(木)

マリンメッセ
福岡

[九州]外食ビジネ
スウィーク実行委
員会

15,817名
九州・中国地方の外食産
業の新規顧客獲得・新規
商談を希望する事業者。

基本小間料
280,000円(消費
税抜き）

九州・中国地方を中心として外食関係
のバイヤー・開業予定社が仕入・比較
検討などの商談目的で来場します。
「九州ラーメン産業展」「九州うどん・そ
ば産業展」「九州パスタ産業展」「九州
居酒屋産業展」「九州ホテル・旅館産
業展」「九州店舗環境改善展」の出展
カテゴリーを対象に商談機会の増加を
図ります。

http://kyushu-
gaisyokubusines
s.jp/

【第二次締切】
予定小間数に達し
次第、受付終了
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7
第19回　買いまっせ！売れ筋
商品発掘市

2015年11月6日
(金)

大阪府立体
育会館

大阪商工会議所
60～70社の
大手流通業

百貨店、スーパー、通
販、ホームセンター、生
協などへの販路開拓を希
望する中小製造業者、卸
売業者、農林水産業など
1,350名。

1名あたりの参加
費
20,000円

大手流通業60～70社300名を超える
バイヤーが大阪に集合。他に例を見な
い規模の「逆」商談会。会場で直接バ
イヤーに売り込むことができます。1日
で様々な流通バイヤーと商談ができ、
評価・意見を得ることができます。ブー
ス等の手間がかからないため、安価な
参加費でバイヤーと商談できます。

http://www.osa
ka.cci.or.jp/ures
uji/

2015年10月21日
(水)
（ただし定員に達し
次第募集終了）

8

第50回　スーパーマーケット･
トレードショー
（FOOD TABLE in JAPAN
2016)

2016年2月10日
(水)～12日(金)

東京ビックサ
イト

一般社団法人
新日本スーパー
マーケット協会

約10万人

生鮮食品、加工食品、ケ
アフーズ、菓子・スイー
ツ、飲料・酒類、地方・地
域産品、日法品・HBC、
情報、サービス、店舗設
備・資材を取り扱う事業
者。

基本小間料
399,600円（消費
税込み）

50回を記念してスーパーマーケット･ト
レードショーがさらにスケールアップ、
「FOOD TABLE in JAPAN 2016」とい
う包括名称のもと、食にまつわる４つの
合同展とともに規模も1.5倍に拡大。小
売・昼食・外食産業の垣根を超える気
音で新たなイノベーションの小種つに
つなげます。

http://www.smt
s.jp/index

2015年8月14(金)

9
第81回東京インターナショナ
ル・ギフト･ショー春2016

2016年2月3日(水)
～5金

東京ビックサ
イト

株式会社ビジネス
ガイド社

延べ約
196,000人

様々な消費財と取り扱う
事業者

基本小間料
399,600円（消費
税込み）+オプ
ション預り金

日本最大！日本の流通を支える幅広
い消費財が出展。国内外から約20万
人のバイヤーが来場され、そのほとん
どが商談を目的として来場するバイ
ヤーです。大きな実取引が期待できる
商談重視のトレードショーとなっており
ます。

http://www.gifts
how.co.jp/tigs/8
0tigs/

定員に達し次第募
集終了

10
オーガニックEXPO　2016
（FOOD TABLE in JAPAN
2016)

2016年2月10日
(水)～12日(金)

東京ビックサ
イト

オーガニック
EXPO実行委員会

18,198名
国内外の様々なオーガ
ニック・ナチュラル製品を
取り扱う事業者。

基本小間料
356,400円（消費
税込み）

今回で15回目を迎える本展示会では
「オーガニックの新しい発見」をテーマ
に、多岐にわたる分野でオーガニック・
ナチュラル製品、サービスをご紹介す
る予定です。 国内外の様々なオーガ
ニック・ナチュラル製品が一堂に集まる
「オーガニックEXPO」にご出展いただ
き、貴社製品のＰＲの場としてご活用
いただきます。

http://organic-
expo.jp/index.p
hp

2015年8月中旬予
定

11

第44回国際ホテル・レストラ
ン・ショー
第37回フード・ケータリング
ショー
第16回厨房設備機器展

2016年2月16日
（火）～19日（金）

東京ビックサ
イト

一般社団法人日
本能率協会他

約51,400名
宿泊・給食、設備関係の
バイヤーとの商談を希望
する事業者

基本小間料
388,800円(消費
税込み)

ホテル・旅館・観光・各種施設の『国際
ホテル・レストラン・ショー（HOTERES
JAPAN）』、給食・中食・弁当の『フー
ド・ケータリングショー（CATEREX
JAPAN）』、厨房・フードサービスの『厨
房設備機器展（JAPAN FOOD
SERVICE EQUIPMENT SHOW）』の3
展示会が合同で開催します。各業界
の有力バイヤーや専門家が多数来場
する商談・展示会です。

http://www.jma.or.jp/hcj/jp/exhibit/index.html

【第一次締切】
2015年8月下旬予
定
【最終締切】
2015年10月上旬
予定

12 FOODEX JAPAN2016
2016年3月8日(火)
～11日(金)

幕張メッセ
一般社団法人日
本能率協会

75,000人

農産、水産、畜産、調味
料、菓子、スイーツ、飲
料、酒類、地方・地域産
品、環境・健康・美容食
品飲料、輸入食品、輸出
食品、食品ギフト、出版
等を取り扱う事業者。

基本小間料
388,800円（消費
税込み）

「FOODEX JAPAN/国際食品・飲料
展」は、アジア最大級の食品・飲料専
門展示会です。 1976年より毎年開催
している本展示会は、出展者・来場者
双方のビジネス拡大に絶好の場とし
て、 毎回関係各位から高い評価を得
ています。

http://www3.jm
a.or.jp/foodex/j
a/index.html

【早期申込】
2015年8月31日
(月)
【通常申込】
2015年10月16日
(金)

※一部未確定の情報は前年度の情報を記載しています。
※日程や小間料等は変更になることがあります。詳しくは各商談会の募集要綱にてご確認ください。


