2019年８月１３日

「ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０２０ 秋田県ブース」出展事業者募集のご案内

株式会社秋田銀行（頭取

新谷明弘）は、2020 年３月１０日（火）～１３日（金）に千葉県「幕張メ

ッセ」で開催される、アジア最大級の食品・飲料専門展示会「ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０２０」にお
いて、秋田県、秋田県信用保証協会、秋田県信用組合、秋田県商工会連合会、秋田商工会議所、大曲商工
会議所、秋田県中小企業団体中央会およびあきた食品振興プラザと合同で、
「ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ
２０２０ 秋田県ブース」を設置します。
つきましては、別紙「募集要項」のとおり出展事業者を募集いたします。
当行では、今後も取引先の販路開拓やマッチングの機会を創出し、事業者の皆さまの事業拡大を支援し
てまいります。
記
１

開催概要
開催概要
会

場

（最終日は１６：３０まで）
幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬２－１）

予定展示規模

3,500 社

予定来場者数

85,000 人

秋田県ブースの
概

２

２０２０年３月１０日（火）～１３日（金） １０：００～１７：００

要

○出展事業者数：計２０事業者（予定）
○出展費用：通常支援コース 80,000 円、重点支援コース 160,000 円

出展事業者の募集、選定について

(1) 当行では、別紙「募集要項」にもとづき、２事業者を募集いたします。
（秋田県ブースを合同で設
置する各機関が個別に出展事業者を募集いたします。）
(2) 当行における募集期間は８月１３日（火）～８月３０日（金）です。
(3) 出展を希望される場合は、別紙「申請用紙」および必要書類（出品商品内容が確認できる写真やパ
ンフレット等）を、最寄りの秋田銀行本支店へご提出ください。
(4) 出展事業者は、秋田県ブースの各参画機関との調整のうえで決定します。選定の結果につきまして
は、秋田県ブースの運営事務局である秋田県中小企業団体中央会より書面で通知いたします。
（以 上）

「FOODEX JAPAN 2020 秋田県ブース」出展者募集要項
（募集機関：秋田銀行）
株式会社秋田銀行では、「FOODEX JAPAN 2020 秋田県ブース」への出展事業者を募集いたします。
１．目的
千葉市幕張メッセで開催される「FOODEX JAPAN 2020」において、秋田県内の食品・飲料に関連す
る中小企業・小規模事業者の販路開拓やビジネスマッチングの機会を創出することにより、出展企業の
事業拡大を図ることを目的とします。
２．「FOODEX JAPAN 2020」の概要（ホームページ：http://www.jma.or.jp/foodex/index.html）
開催日時
2020 年 3 月 10 日（火）～13 日（金） 10:00～17:00（最終日は 16:30 まで）
会
場
幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）
対象分野
生鮮食材、調味料・料理／加工食品、菓子・デザート&スナック、ソフトドリン
ク&アルコール 等
開催規模
3,316 社／4,551 ブース（昨年度実績）
※昨年度は２４者が秋田県ブースに出展しました。
来 場 者
80,426 人（昨年度実績）
内訳：商社・卸（30.5％）,外食・給食・中食（21.4％）,メーカー・物流（19.9％）
小売（14.7％）,官公庁・団体（5.5％）,ホテル・レジャー（4.7％）他
主
催
一般社団法人 日本能率協会
３．採択事業者数
計２事業者
・申込可能ブース数は、１事業者・団体につき１ブースを上限とします。
・出展商品に関連がある場合は、1 ブースを複数事業者で共有する「共同出展」も可能とします。
・FOODEX JAPAN 2020 秋田県ブースは、秋田銀行、秋田県、秋田県信用保証協会、秋田県信用組
合、秋田県商工会連合会、秋田商工会議所、大曲商工会議所、秋田県中小企業団体中央会、あき
た食品振興プラザとの合同運営とし、合計２０事業者が出展予定です。各支援機関では、別途個
別に出展事業者を募集しております。（「１２．その他」 参照）
４．出展コース・料金
Ａ.通常支援出展コース（１事業者の採択を予定）：出展料８０，０００円（税込）
秋田県ブース内の出展スペース（サイズは下記参照）において、自社商品のＰＲをおこなってい
ただきます。基本装飾（床や給排水等の基本工事、シンク・冷蔵庫等の共有使用設備、テーブル・
社版等の備品）以外の出展者単位の追加装飾、什器、冷蔵・冷凍ケース等の備品及び商品等の搬入
費、交通費・宿泊費等については出展者負担となります。
Ｂ.重点支援出展コース（１事業者の採択を予定）：出展料１６０，０００円（税込）
通常出展の内容に加え、秋田県ブース事務局が製作する効果的なバイヤー向け商品カタログへの
掲載や商品シート・販促ツールの作成支援、専門家派遣等、出展事業者の商談成約向上のため、展
示会前後の活動を重点的に支援します。なお、商品カタログへ掲載した原稿は FOODEX JAPAN
2020 以降も商談資料としてお使いいただけます。
５．出展者募集条件
出展者は、次の各号に該当する事業者とします。
（１） 秋田県内に本社または工場を置く中小企業・小規模事業者であること
（２） 原則として２名以上が参加し、１名以上が出展ブースに常駐できること
（３） 出展終了後の成果に関するアンケート調査（４回程度実施）への回答をお約束頂けること
（４） 出展後に事務局が実施するフォローアップセミナー等に参加可能であること

６．出展ブースサイズ（予定）
１ブース（展示台）：幅１４０ｃｍ×奥行４９．５ｃｍ×高さ９０ｃｍ（各コース共通）
７． スケジュール
（１） 募集期間：2019 年 8 月 13 日（火）～2019 年 8 月 30 日（金）
（２） 採択通知発送：2019 年 9 月 18 日（水）
※採択通知は秋田県ブース運営事務局の秋田県中小企業団体中央会より発送いたします。
（３） 出展者説明会：12 月上旬（於：秋田市）
８．出展申請方法
別紙出展申請書に必要事項をご記入のうえ、商品内容を確認できる写真やパンフレットとともに最寄
りの秋田銀行本支店へご提出ください。
９．審査概要と出展者の決定
出展者の決定は、出展申請書を基に厳正に審査し、秋田県ブースを合同運営する各支援機関との調整
のうえで決定いたします。
審査結果については出展申請者全員に文書にて連絡します。
１０．出展者向け説明会等
効果的な出展及び円滑な出展準備を行うため、採択事業者向け「出展者説明会」を 12 月上旬に開催し
ます。
また、商談成約向上のため、展示会終了後、
「フォローアップセミナー」を開催する予定です。いずれ
も原則としてご参加いただきますようお願いいたします。
１１．実績報告
出展終了後、成果に関する調査（３～４回程度）へのご協力を必須とさせて頂きます。
１２．その他
以下の支援機関では個別に出展事業者を募集しております。重複しての申込みも可能となっておりま
すが、募集条件や採択数、募集期間等は支援機関により異なりますので、詳細は各機関へお問い合わせ
ください。
・秋田県信用保証協会
・秋田県信用組合
・秋田県商工会連合会
・秋田商工会議所
・大曲商工会議所
・秋田県中小企業団体中央会

ご不明な点等がございましたら、下記へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先
株式会社秋田銀行
担当：滝田、高橋

地域未来戦略部
TEL：018-863-1212

申込み期限 ：８月３０日（金）

秋田銀行地域未来戦略部

必着

FOODEX JAPAN 2020 秋田県ブース出展申請用紙
○企業・団体概要
企業・
団体名
ご担当者役職
住

所

代表者役
職・氏名
ご担当者名

〒

TEL

FAX

資本金
従業員数
申込するコース

担当者
E ﾒｰﾙ

万円
年間売上高
名（うち、正社員
名、パート 名）
Ａ．通常支援コース
Ｂ．重点支援コース

万円

出展動機、出展
により解決した
い課題、出展に
望む意気込みを
ご記入下さい。
共同出展する場
合の各事業者名

秋田銀行
※複数事業者による「共同出展」として申請する場合（団体としての出展を除く）
、本用紙をコピーして
事業者ごとに記入し、まとめてご提出ください。
推薦支援機関

○展示予定商品とその内容について
※出展を予定している代表商品をご記載ください。複数商品を出展する場合は別紙にご記載ください。
商品画像の写真等の添付もお願いします。また、本申請用紙受領後、商品見本・試食品・パンフレ
ット等のご提供をお願いする場合がございます。
【商品名】
内容量もご記入下さい

【予定価格（単価）
】
【商品コンセプト】
どのような人に、どのシーンで
利用してもらうことを狙った
商品かご記入下さい。

【商品特徴】
他商品との差別化ポイント等
バイヤーへのアピールポイン
トをご記入下さい。

【標的市場】

【FOODEX における
ターゲット】

□国内 □海外 □国内・海外両方
１．フードサービス ２．商社・卸売 ３．小売
４．ホテル・宴会・レジャー ５．その他（

）

【生産可能数量】
（月間）
※ご記入頂きました内容につきましては、
「FOODEX JAPAN 2020 秋田県ブース」の出展者決定及び運営を
目的に、当ブース運営団体内においてのみ共有して使用させて頂きますのでご了承ください。

（別紙）

その他出展予定品目
（ＦＣＰシートがあれば省略可能）

商品種別
商品名（正式名称）

(菓子、飲料、
水産物 等）

予定価格

商品特徴

等

