
 
 

平成２５年５月８日 

株式会社  七十七銀行            
 

「売ります！買います！“伊達な商談会”in ＳＥＮＤＡＩ」への参加企業の募集について 

～６月に５日間 スペシャルウィークを開催します～ 

株式会社七十七銀行（頭取 氏家 照彦）は、お取引先の販路拡大を支援するため、仙台

商工会議所等が主催する「売ります！買います！“伊達な商談会”in ＳＥＮＤＡＩ」の開

催に協力し、参加企業の募集を行いますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 本商談会は、仙台商工会議所が販路回復・拡大支援を目的に開催するもので、お取引先の

こだわりの商品をバイヤーに個別に売り込んでいただく事前予約型の商談会です。 

今回は５日間連続で様々なバイヤーを招聘し開催するスペシャルウィークとなっており、

販路拡大を図る機会として、是非ご活用ください。 

 

記 
 
１．開催内容 

（１）名  称  売ります！買います！“伊達な商談会”in ＳＥＮＤＡＩ 

（２）日  時  平成２５年６月１０日（月）～１４日（金） ９：００～１７：００ 

（３）場  所  仙台商工会議所 １階小会議室 

（４）主  催  仙台商工会議所、東北六県商工会議所連合会、宮城県商工会議所連合会 

（５）協  力  七十七銀行、宮城県商工会連合会、公益社団法人宮城県物産振興協会 

（６）仕入企業  ㈱河北新報社、航空食品㈱、カメイ㈱、㈱ぐるなび、㈱サトー商会、 

楽天㈱ 

（７）商談形式  事前予約型の個別商談会（１商談２５分） 

 

２．仕入企業の日程 

日 程 仕入企業 

６月１０日（月） ㈱河北新報社 

６月１１日（火） 航空食品㈱ 

６月１２日（水） カメイ㈱、㈱ぐるなび 

６月１３日（木） ㈱サトー商会 

６月１４日（金） 楽天㈱ 

－１－ 

 

 



３．募集対象企業 

（１）対象業種 

   食品・飲料メーカー、卸売業者、食品加工業者、工芸品メーカーなど 

（２）商談品目 

   食品・飲料、和洋菓子、水産加工品、珍味・乾物・調味料、缶詰、工芸品など 

（３）定 員 

   １５～３０社程度 

※仕入企業ごとに対象業種、商談品目等が異なりますので、詳細は別添の資料をご参照ください。 

 

４．参加費用 

（１）宮城県内に主たる事業所を有する企業：１商談あたり２千円（消費税込） 

（２）宮城県外に主たる事業所を有する企業：１商談あたり５千円（消費税込） 

  ※ただし、東北六県内商工会議所会員事業所は１商談あたり２千円（消費税込）となります。 

 

５．申込方法等 

平成２５年５月１７日（金）までに、別添の参加申込書に必要事項を記載の上、仙台商

工会議所宛にファックスにてお申込みください。なお、当行本支店においても申込受付を

行っております。 

※申込方法等の詳細については、別添の参加申込書をご参照ください。 

 

＜ご参考＞ 

「売ります！買います！“伊達な商談会”in ＳＥＮＤＡＩ」の開催実績と今後の開催予定 

開 催 日 仕入企業 

平成２５年４月２５日（木）・２６日（金）
㈱藤崎 

㈱エマルシェ（さくら野百貨店仙台店） 

平成２５年５月２１日（火）・２２日（水）
㈱千趣会 

仙台エアポートサービス㈱ 

 ※好評につきお申込みは締切らせていただきました。 

以 上 

 

 

 

 
 
 

 
 

－２（終）－ 



【お問い合せ先】    仙台商工会議所 中小企業支援部 復興支援チーム  担当：渡辺・丹野                 
ＴＥＬ：022-265-8129   ＦＡＸ022-214-8788 

                       Ｅ－Ｍａｉｌ：hanro-info@sendaicci.or.ｊｐ 

 

 

 

 

 

 

◆場  所：仙台商工会議所 １階小会議室   

        〒980-8414 仙台市青葉区本町2丁目16－12 
 

◆対 象：食品(メーカー・卸売業者・食品加工業者)、工芸品など 

◆商談品目：詳細は各企業の説明をご覧ください  

◆商談時間：1商談あたり25分(個別面談方式・事前予約制) 

◆定  員：各企業毎 15社～30社程度 (バイヤー企業により異なります)  

◆参 加 費：宮城県内に主たる事業所を有する企業・・・2,000円/1商談 

      宮城県外の事業所 5,000円/1商談 

      （東北六県内商工会議所会員事業所は2,000円/1商談） 

◆申込締切：平成25年5月17日（金）必着 

 

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：宮城県商工会連合会 公益社団法人宮城県物産振興協会 ㈱七十七銀行 

平成25年  ６月１０日(月) ～１４日(金)  9：00～17：00 

6/10(月) 6/11(火) 6/12(水) 

6/12(水) 6/13(木) 6/14(金) 



 
 

 
 

【 河北新報社“４７ＣＬＵＢ”】 
・バイヤー：営業本部デジタル事業部副部長 岡村 伸也 氏 

      営業本部営業部 山口 希生 氏 

・対  象：宮城県内の食品・飲料メーカー、工芸品メーカーなど      

・商談品目：○農産加工品、畜産物(精肉･ﾊﾑｿｰｾｰｼﾞ類)水産加工品、菓子、酒類 

      ○「地方新聞社が厳選した地方の逸品」のコンセプトに合う商品 

      ○「インターネット通信販売」に対応可能な商品                     ≪http://www.47club.jp/≫ 

      〇宮城県産原材料を一部使用し、贈答ギフトに適した商品        

・対 象 外：輸入品や地域性のない商品  正式契約後、サイト出展経費(月額 2.3万円)などが掛かります。 

47CLUB(よんななくらぶ)は、全国の地方新聞社45社46紙が共同で参画運営するｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｻｲﾄです。地方紙同士の 
ﾈｯﾄﾜｰｸを活用し、それぞれの地元で生産販売されている逸品を全国へ紹介、販売しています。2013年3月現在、参加 
店舗数は全国合計約1,400店舗、商品数27,000ｱｲﾃﾑで贈答･ギフトでの購入比率が高いことが特徴です。 

６/１０ 
（月） 

【 航空食品㈱ 】 
・バイヤー：事業開発室 室長 長澤 武人 氏 

      事業開発室 リーダー 苫米地 範一 氏 

・対  象：食品メーカー・卸売業者など  
     

・商談品目：○東北・地元の地域性がある商品・食材            
      ○安心安全を基盤としたちょっと贅沢観を感じる商品     ≪http://www.anafoods.com/≫ 

      ○素材にこだわった、一般小売り店向けへの菓子類など     

・対 象 外：果実酒類以外の酒類  

 

航空食品は、産地直送ギフトやギフトカタログ「ANAフレッシュセレクション」などを、全国の百貨店などに提案
販売しております。今後はギフトの他に 自家消費用も含め食品全般へと販路を拡大してまいります。また、 
空港売店ANAFESTA、ANA NET販売・ANA 機内販売・ANA マイレージ食品企画でのご紹介も可能です。 

６/１１ 
（火） 

・バイヤー：食料部 リテール事業課 雫石 光晴 氏 

                   グリーンマート桂店 咲間 淳 氏 

・対  象：食品メーカー・食品加工業者・卸売業者など      

・商談品目：○食品全般       

      ○東北の地域性をアピールできるもの 

・対 象 外：牛タン製品                  ≪http://www.kamei.co.jp/products/greenmart.html≫ 

 

食材を核とした豊かなライフスタイルを提案するグリーンマートは、鮮度にこだわった野菜、魚、肉類や全国各地から 
取り揃えた特徴のある食材のほか、輸入食材、自家製パンなど毎日の生活に欠かせないスーパーマーケットとして 

皆様にご愛顧いただいています。 

６/１２ 
（水） 

【カメイ㈱グリーンマート・カメイ 桂店】 



【 楽天㈱ 】 
 
・バイヤー：楽天市場事業 企画部 平野 雅史 氏 
      楽天市場事業 店舗開発部 柘植 正基 氏 

・対  象：食品メーカー・卸売業者など      

・商談品目：○惣菜 ○和洋菓子 ○水産加工品    

      ○珍味・乾物 ○缶詰 など               ≪http://b2b.rakuten.co.jp/≫ 

      ○東北の地域性をアピールできるもの 

・対 象 外：健康食品 

 
日本最大のネット商店街を運営する楽天の卸・仕入専門の事業者限定BtoBサイトです。 

食品・日用品・ファッション・寝具・雑貨・インテリア・オフィス・ホビーなどの ネット総合卸売り街です。 

６/１４ 
（金） 

 
 

 
 

◆◆ 詳細につきましては、決まり次第商談会HPへ記載いたしますので、ご確認ください ◆◆ 
 

http://www.sendaicci.or.jp/business/10_f.html 

【 ㈱サトー商会 】 
・バイヤー：商品部 部長 今野 慎一 氏 

・対  象：食品メーカー、食品加工業者など        

・商談品目：○業務用食品                

      ○東北地方の地産地消商品                  

・対 象 外：小売品・ギフト品                     ≪http://www.satoh-web.co.jp/≫ 

                     

製菓（和洋菓子製造）、給食（学校、産業、弁当）、外食（ホテル、レストラン）、ＳＭ惣菜 以上のそれぞれの市場に有った 
プロ仕様の業務用専門食材を探しています。 
地産品素材、差別化商品は大歓迎です。 現在弊社の取扱アイテムは２万５千アイテムです。 

お客様に喜ばれる、更に充実した品揃えを目指しております。 

６/１３ 
（木） 

６/１２ 
（水） 【 ㈱ぐるなび 】 

・バイヤー：法人営業部門 プロモーションプランナー 松沢 聡 氏 

・対  象：食品メーカー・卸売業者など      

・商談品目：〇食品･飲料 ○和洋菓子 ○水産加工品    

      ○珍味・乾物・調味料 ○缶詰など          

      東北の地域性をアピールできるもの            ≪http://www.gnavi.co.jp/≫    

・対 象 外：特になし 

ネットユーザーに質の高い飲食店情報を提供 
 「ぐるなび」はインターネットで行きたいお店がすぐに見つかる日本最大級のグルメ情報メディアであり、多くのユーザーから支持、圧倒的

ページビューを誇る人気サイトです。また、地域生産者と飲食店をつなぐ情報プラットホームを提供しており、産地と実需者を結ぶ新たな流
通情報ネットワーク構築に着手しております。当社が有する外食に関するデータや飲食店・消費者とのネットワークを駆使し、クライアント
ニーズにあった様々なプログラムを展開可能で、「ぐるなび」だからできる飲食店・消費者向けプロモーションサービスをご提案します。 

また、さまざまな企業を飲食店と結びつけ、新しい絆をつくっていきます。 



お申込みから当日までの流れ 

 別紙、参加申込書に必要事項を 
 ご記入の上、下記番号にＦＡＸにて 
 お申込みください。 
 

 

自社HPをお持ちでない場合は、今回の

商談商品が掲載されているパンフレット
及び会社概要を、郵送かメールにて下
記住所までご送付ください。 
  

 締切⇒平成25年5月17日（金）まで 
 

〒980-8414  
  仙台市青葉区本町2-16-12 
  仙台商工会議所 復興支援チーム 

  

 商談日時と請求書を送付しますので、 

 到着後３営業日以内に 参加費を 

 お振込みください。 

  入金確認後、受付完了となります。 

 

 

  

 大変申し訳ありませんが、次回以降 

 の機会をご活用下さい。 

 バイヤーに対し、貴社の商談希望 

 商品が商談の対象となるかの確認 

 を行います。 

  

 

 バイヤーからの回答を貴社にご連絡 

 いたします。 

 

 平成25年5月27日(月)頃まで 

  

 当日は開始10分前までにお越し願い 

 ます。 

 商談確定後のキャンセルはなさらな  

 いようにお願いいたします。 

対象商品の場合 

対象商品でない場合 

① ② 

③ ④ 

◎注意事項 

 ・上記「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。 

FAX：022-214-8788 

【お問い合せ先】    仙台商工会議所 中小企業支援部 復興支援チーム  担当：渡辺・丹野                 
ＴＥＬ：022-265-8129   ＦＡＸ022-214-8788 

                       Ｅ－Ｍａｉｌ：hanro-info@sendaicci.or.ｊｐ 



中小企業支援部  復興支援チーム宛【ＦＡＸ：022-214-8788】 締切：平成25年5月17日（金） 
 

                              スペシャルウィーク 参加申込書】 
 

平成２５年６月１０日（月） ～ １４日(金)  ９：００ ～ １７：００ 

事業所名 
商工会議所 または 商工会の会員ですか？ 

 
□ はい   □ いいえ 

所在地 

〒 
 会員の方は 

その団体名を記載 

非会員の方は 
入会資料を希望 
しますか？ 

氏 名 所属・役職 
□入会資料を 

 希望する 

ＴＥＬ             （携            ） ＦＡＸ 

ＵＲＬ Ｅ－Ｍａｉｌ 

商談を希望する
時間帯に 

○をつけて下さい 
（複数希望可） 

開催日 バイヤー(企業)名 ＡＭ ＰＭ 
どの時間帯 
でも可 

6月10日(月) 
河北新報社
「47CLUB」 

6月11日(火) 航空食品㈱ 

6月12日(水) 

カメイ㈱グリーンマート・
カメイ 桂店 

㈱ぐるなび 

6月13日(木) ㈱サトー商会 

6月14日(金) 楽天㈱ 

商談を希望 
する商品名 

 
 

商品ＰＲ 

 
 
 
 

※申込用紙は直接バイヤーへお届けしますので、出来るだけ読み易い文字で 枠内へ丁寧にご記入下さい。 
※商談希望先の企業情報をよく読んで お申し込みください。 

※商談時間帯につきましては、申し込み状況により ご希望に添えないことがあります。 
※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。 
 

【お問い合せ】                                                            

仙台商工会議所 中小企業支援部 復興支援チーム ＴＥＬ022-265-8129 ＦＡＸ022-214-8788 

M 
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