
  
 
 
 

 
「売ります！買います！“伊達な商談会”in KESENNUMA」の開催について 

 
仙台商工会議所等が主催する標記商談会が，下記により開催されますのでお知らせします。 

  
                   記 
 
１ 目  的  宮城県内では、東日本大震災により施設などの生産基盤に甚大な被害を被

り、商品生産の長期間休止が原因で、販路を断たれた事業所が少なくない。

また、全国の主要都市で開催される大規模商談会へ参加するには、人的・

費用的な負担も大きく、参加を断念せざるを得ない事業所も見受けられる。 
        こうした震災による販路喪失の解決へ向けて、全国からバイヤーを被災地

域に招聘し、地元事業者との交流を図ることで、地元製品の安心・安全に

対する認識を高め、販路の回復や開拓に繋げていく。 
 
２ 開催日時  平成２５年５月２７日（月） 午後３時３０分から午後８時まで 
 
３ 場  所  気仙沼ホテル観洋 ３階マリンビュー（所在：気仙沼市港町） 
 
４ 主  催  東北六県商工会議所連合会 宮城県商工会議所連合会 仙台商工会議所 
 
５ 協  力  気仙沼商工会議所 本吉唐桑商工会 南三陸商工会 気仙沼市 

 三陸気仙沼の物産展実行委員会 
  
６ 内  容 （１）参集者 

①バイヤー   全国の百貨店，スーパー，通販等  ２５社 
②サプライヤー 気仙沼・本吉地方の食品製造業者他 ４６社 

（２）商談会 （午後３時３０分～午後６時） 
バイヤーが商談スペースを構え，サプライヤーが商品を紹介しながら商

談する。事前に作成した商談プログラム（時間割）に従い，１商談２０

分として，交代制で複数の商談を行う。 
（３）懇親会 (午後６時３０分～午後８時) 

商談会終了後，参加バイヤー，サプライヤーによる懇親会が行われる。 
       （４）事業所視察 

商談会翌日（５月２８日），参加バイヤーによる気仙沼市内の事業所視察

が行われる。 
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全国主要百貨店“食品バイヤー”との商談会 
主催：東北六県商工会議所連合会 宮城県商工会議所連合会 仙台商工会議所  

協力：気仙沼商工会議所  本吉唐桑商工会 南三陸商工会 気仙沼市 
三陸気仙沼の物産展実行委員会     

 ㈱小田急百貨店(東京都) ㈱三越伊勢丹(東京都) ㈱京王百貨店(東京都) 
 ㈱東急百貨店(東京都) ㈱東武百貨店(東京都) ㈱そごう・西武(東京都) 

 ㈱名鉄百貨店(愛知県) ㈱近鉄百貨店(大阪府) ㈱高島屋(大阪府)  など 
  
   ※上記記載の百貨店は、現在、参加を呼び掛けている百貨店であり確定ではございません。 
   ※上記以外にも北海道・首都圏・関西圏の百貨店に参加を呼び掛けております。 
   ※参加していただける百貨店バイヤーが決まりましたら、改めて商談会参加者へ名簿をお送りいたします。 

 

◆日   時：   平成25年5月27日（月）  商談会  15：30～18：00 
                    懇親会  18：00～20：00 
 
◆場   所：   気仙沼 ホテル観洋  ３Ｆ  サンライズの間 
 

◆商談品目：   食品限定 ※健康食品除く 
        □惣菜       □和洋菓子   □農産加工品 
         □水産加工品    □珍味・乾物  □缶詰      など  
            
◆商談時間：   1社15分（地元事業者がバイヤーに売り込む個別商談会形式となります。 
   
                   複数のバイヤーとの商談が可能です。） 
 
◆参  加  費：   商談会への参加は無料です。 
           但し、商談会終了後のバイヤーを囲んでの懇親会へ参加される方については、 
           お一人様5,000円を頂戴いたします。 
 

◆申込締切：  平成25年4月25日（水）必着 
    ◎注意事項 
     ・裏面の「お申込みから当日までの流れ」をよくご覧いただきお申込み下さい。 
     ・会場内外問わず調理行為、危険物の持ち込みはできません。 
     ・正式な受付後のキャンセルに関しましては、参加費の返金はできませんので予めご了承ください。 
     ・本商談会を契機として発生した取引等のトラブルについて、当所は一切の責任を負いませんのでご了承ください。 

 



事業所名 
 

参加バイヤーを囲んでの懇親会に 
 

参 加 ・ 不参加 
 

どちらかを○印で囲んでください 
所在地 

〒 
 

参加者名 
① 所属・役職 氏 名 

② 所属・役職 氏 名 

ＴＥＬ                ＦＡＸ 

ＵＲＬ Ｅ－Ｍａｉｌ 

商談を希望 
する商品 

商品ＰＲ 

 
 

※申込用紙は直接バイヤーにお届けしますので、出来るだけ読み易い文字で枠内へ丁寧にご記入下さい。 
※ご記入いただきました個人情報につきましては、本事業のために使用するほか、当所からの連絡・各種ご案内にご利用させていただきます。 

「お申込みから当日までの流れ 

 上記参加申込書に必要事項をご記入 
 の上、下記までＦＡＸして下さい 

 
 
 
 
 
 
 

  商談会へ参加される方に対し “バイヤー  
  参加名簿及び “事前説明会” の案内を  
  郵送またはＦＡＸいたします 
 
 
 
 
 

  
     平成25年5月27日（月） 

 (ホテル観洋３階「サンライズ」の間) 
 
 ◎ 商談会 
 
 ◎ 懇親会 
 
 
 

① ② 

当日 

【お問い合せ】三陸気仙沼の物産展実行委員会（事務局：気仙沼市産業部商工課）担当：佐藤・平田 
   ＴＥＬ０２２６－２２－６６００（内線５２３）  ＦＡＸ０２２６－２４－１２２６ 

メールアドレス s-bussan@city.kesennuma.lg.jp 

FAX：0226-24-1226 
平成25年4月26日（金）以降 

FAXにて 事前説明会の申込みを行ってください 

締切り：平成25年5月10日（金） 

締切り 平成25年4月25日（木） 

 15：30～18：00 

 気仙沼市役所「大ホール」にて事前説明会 
 
 
  
当日は開始１０分前までにお越しください 
 ますようお願いいたします。 
  

平成25年5月16日（木） 14：30～ 

 18：00～20：00 

③ 

気仙沼市産業部商工課 行 【FAX ０２２６－２４－１２２６】 
 
全国主要百貨店“食品バイヤー”との商談会 【参加申込書】 

 



No 業態 地域 バイヤー企業名 No 出　展　業　者　名

1 百貨店 姫路 ㈱山陽百貨店 1 ㈲丸虎商店

2 百貨店 神戸 ㈱大丸松坂屋百貨店 2 菓子舗サイトウ

3 スーパー 大阪 イズミヤ㈱ 3 ㈱八葉水産

4 百貨店 大阪 ㈱近鉄百貨店 4 ㈱斉吉商店

5 スーパー 福岡 ㈲九州パワーグループ 5 ㈲鼎陽

6 スーパー 福岡 ㈱明治屋食品 6 気仙沼くわ茶エイトク

7 スーパー 福岡 ㈱しゅんくう 7 ㈱マルヤマカ高順商店

8 百貨店 北九州 ㈱井筒屋 8 ㈱フジミツ岩商

9 百貨店 大阪 ㈱阪急阪神百貨店 9 ㈱波座物産気仙沼工場

10 百貨店 東京 ㈱小田急百貨店　新宿店 10 ㈱石渡商店

11 百貨店 仙台 ㈱藤崎 11 ㈲亀山精肉店

12 通販 大阪 ㈱千趣会 12 もうかの星本舗

13 通販 大阪 ㈱日本文化センター 13 ㈱阿部長商店

14 ホテルなど 札幌 ㈱トワニ札幌店 14 ㈱横田屋本店

15 水産卸売 札幌 曲〆高橋水産㈱ 15 ㈱カネダイ

16 水産卸売 札幌 丸水札幌中央水産㈱ 16 かに物語

17 スーパー 札幌 イオン北海道㈱ 17 ㈲マルナリ水産

18 スーパー 札幌 ㈱ホクノー 18 ㈲山証

19 百貨店 東京 ㈱東急百貨店 19 大弘水産㈱

20 卸売 東京 国分㈱ 20 ㈱カネマ

21 百貨店 東京 ㈱そごう・西武 21 ㈱カネカシーフーズ

22 百貨店 東京 ㈱髙島屋 22 ㈱キクチ巴商事おかしの花子

23 百貨店 東京 ㈱髙島屋 23 ㈱フカコラ美人

24 百貨店 東京 ㈱三越伊勢丹 24 さかなの駅

25 旅客 東京 ㈱ANAケータリングサービス 25 ㈲遠藤商店

26 旅客 東京 全日本空輸㈱ 26 気仙沼ほてい株式会社

27 ㈱二印大島水産

28 ㈱角星

29 ㈲ミートよねくら

30 ㈱あかふさ食品

31 ㈱男山本店

32 ㈱中華高橋水産

33 気仙沼　南町紫商店街

34 ㈱菓房山清

35 五光食品㈱

36 ㈱カネシン

37 東日本フーズ㈱

38 魚喜久水産㈱

39 末永海産㈱

40 ㈱ヤマサコウショウ

41 ㈱エフ・ディ・エヌ

42 ㈱高徳水産

43 ㈱八木澤商店

44 いちご倶楽部㈱

45 ㈱フードユニテク

46 マルヤ水産㈱

参加バイヤー企業一覧 サプライヤー企業一覧
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