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「銀座ベルハウス㈱を通じた首都圏バイヤーへの代行商談」 

 出展者募集要領 

1. 目的 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、県外のバイヤーに対して実際に商品を見てもらう機

会が減少するなか、出展者に対する新たな商談機会の創出とバイヤー評価に基づく売れる商品への

改良促進を図るため代行型の商談を実施します 

また、自社だけでは都市部や首都圏にも販路拡大を行うことが困難であることから商工会等事業所

に行う伴走型支援に対して後押しする形で、各事業者に適した新規販路獲得の場を提供します 

 

2. 事業概要 

出展者の代わりとなって委託事業者が得意先の小売店等で商品提案を実施するもので、首都圏を

中心とした百貨店、高質スーパーへの導入を目指すため実施する代行型の商談です。本代行型の
商談を実施することで、首都圏への販路拡大を目指します 

※代行商談⋯銀座ベルハウス㈱の営業マンによる代行商談。営業マンが直接バイヤー先へ訪問し、
商談や商品品評の聞き取りなどの代行を行う。商談成立の際は、銀座ベルハウス㈱を通しての

取引となります 

①  実施名称： 銀座ベルハウス㈱を通じた首都圏バイヤーへの代行商談 

②  実施期間： 2021年 11月 8日（月）～2022 年 2月中旬 （予定） 

③  募集者数： 10～15社程度 （出品商品は 1社最大 5商品まで） 

           ※銀座ベルハウス㈱による書類審査にて選定 

④  対象企業： 福岡県内の中小企業・小規模事業者（食品製造又は加工食品業者等） 

⑤  募集期限： 2021年 10月 15日（金） 17：00  

⑥  出 展 料： 無料  

※ただし、商品・サンプル品郵送代等、出展者の費用負担あり 

⑦  応募資格： 自社で加工食品を製造・開発・販売している中小・小規模事象者であること 

商品・サンプル品を提供可能であること（事業者負担） 

⑧  申込方法： 別紙の申込書に必要事項を記入の上、支援機関を通じて、下記事務局宛に 

メールにてお申込みください （hanro@shokokai.ne.jp） 

 

3. 本事業のメリット 

①  商談については委託事業者が代行で行いますので、首都圏をはじめ県外のバイヤーとの商談 

であっても、出展者が県外へ出向く必要はありません 

②  出展料は本連合会が負担し重点支援を行いますので、出展者に多額の費用負担は発生しま 

せん（商品の郵送代等、負担いただく費用がございます） 

③  代行商談を行うのは、商談に慣れており実績もある商社ですので、効率よく複数のバイヤーに 

アプローチを図ることができます 

④  代行商談を行う商社は、商談先とも直接の取引口座があり、商品採用後は即納品を開始するこ 

とができます。また、配送センターも設けており物流も得意分野です 

⑤  食品表示等の法令に基づいた表示ができているか、事前に食品表示診断士のチェックを受け 

ることができます 

⑥  通常の商談会よりも率直な意見が得られ、今後の商品改良、開発に活かすことができます 
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4. 委託事業者 

銀座ベルハウス株式会社 

本社 東京都中央区銀座五丁目１４番１１号 TEL03-5809-9250 

HP http://www.ginbell.co.jp/index.html 

 会社概要 

  東京に本社を持つ商社で、関東を中心とした百貨店、高質スーパーへの取引先があります 

  Food EXPO Kyushuなどの商談会にもバイヤーとして参加し、多くの商談成約実績があります 

  事業内容： 食品、飲料関連商品、健康増進関連商品、化粧品・生活雑貨等の販売 

物流企画並びにセンター業運営 

取扱商品： 日配食品、漬物、麺類、豆腐類、蒟蒻類、納豆類、佃煮、惣菜、地方名産品等 

 

5. 事業実施の流れ   （※状況によっては一部日程等変更することがございます） 

① 出展申込書の提出                  10月 15日（金） 17：00  

                            

   ② 書類審査選定及び事業者決定          10月 22日（金） 予定        

                                  

     ③ 見積書及び商品カルテの提出          10月 29日（金） 締切       

                  

     ④ 商品・サンプル品の発送             10 月 31日（日） 必着 

            

   ⑤ 銀座ベルハウス㈱とのオンラインによるヒアリング 11月 15日（月）～16日(火) 予定 

 

   ⑥ 銀座ベルハウス㈱による代行商談       11月中旬～2022年 2月中旬 予定 

 

   ⑦ 代行商談結果のフィードバック         2022年２月末 予定 

 

6. 応募商品 

① 常温・冷蔵・冷凍（冷チル商品も可）商品 

② 加工食品（県内で生産又は採取された産品を主な原料として提供、又はそれらを加工した食品、

飲料）、地域内で生産された農林水産品 

③ 商品については商品表示法、JAS法等法律上の規定に則していること 

④ 出品商品は 1社最大 5商品までとする 

⑤ 出品商品については、味違い、サイズ違いはそれぞれ 1品扱いとする 

 

7. 応募方法 

①  申 込 書： 申込書をご記入ください 

②  申込方法： 申込書を支援機関通じて、下記事務局宛にメールにてお申込みください 

（申込先アドレス hanro@shokokai.ne.jp） 

※メールの件名は必ず、「代行商談会申込」と入力ください 

③  申込締切： 2021年 10月 15日（金） 17：00    
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8. 選定 

応募多数の場合には、銀座ベルハウス㈱による書類審査にて選定（独自性、こだわり、市場性等含

めた総合的判断） 

 

9. 結果通知 

10月 22日（金）までにメールにて通知予定 

 ※結果通知メール確認後、別添の「見積書」、「商品カルテ」を作成してください 

 ※商品発送の手配をしてください 

 

10. 代行商談に向けた書類提出及び銀座ベルハウス㈱とのオンライン商談 

①  「見積書」、「商品カルテ」の提出 

出展決定事業者は、別添の「見積書」、「商品カルテ」を記入後、10 月 29 日（金）までに銀座ベル

ハウス担当者へメールにて提出 

メール送信先： h1-isobe@ginbell.co.jp （銀座ベルハウス㈱担当者 磯部氏宛）  

②  銀座ベルハウス㈱とのオンラインによるヒアリング（条件、商品聞き取りなど） 

日 程： 2021年 11月 15日（月）～16日 （予定） 

出展決定後に銀座ベルハウス㈱担当者より連絡を行い、オンラインによるヒアリングの日程調整を

行う 

オンラインによるヒアリング時間は 40分程度を予定 

また、事前に「食品表示診断士」による食品表示の確認を行い、修正が必要な際は対応必須 

 

11. 商品・サンプル品発送 

①  商品・サンプル品の送料については事業者様のご負担となります 

②  商品サンプル品の量については、オンライン商談用、食品表示確認用、バイヤー提案用を勘 

案し、合計 25個送付してください 

③  送付日時： 2021年 10月 31日（日） 必着 

 郵 送 先： 〒350-0452  

埼玉県入間郡毛呂山町大谷木 28-3  

銀座ベルハウス株式会社 埼玉センター  連絡先 049-295-7394 

※【代行商談提案商品在中】と送り状に記載してください 

 

12. 商品・サンプル品の返却 

商品については、必要最低限のため返却はございません 

 

13. 代行商談先 

首都圏を中心とした百貨店、高質スーパーのバイヤー21社へ代行商談 

※代行商談先については別紙参照 

 

14. 報告について 

最終的に、バイヤーの評価をまとめた「レポート」を報告いたします 

商談成約の場合は、銀座ベルハウス㈱帳合のもと、取り扱い決定となります 

※バイヤーとのお取引をお約束するものではありませんので予めご了承ください 
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15. その他   

①  事業運営に伴う書類提出、アンケート回答等の事業協力が必須となります 

②  バイヤー及び仕入企業を指定することはできません 

③  銀座ベルハウス㈱担当者から直接お電話させていただくことがございます 

 

  

≪ お問い合わせ先・申込先／事務局 ≫ 

福岡県商工会連合会 経営支援課  担当 福田・籾井  

福岡市博多区吉塚本町 9 番 15 号（中小企業振興センター7 階） 

TEL 092-622-7708       メールアドレス hanro@shokokai.ne.jp 

 

 

≪ 委託事業者・担当者／事務局 ≫ 

銀座ベルハウス株式会社 

営業部中国・四国・九州エリアマネージャー  磯部 浩樹 

携帯 090-5445-3256    メールアドレス h1-isobe@ginbell.co.jp 
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店舗数

1

6

2

3

21

20（基幹店）

89

3

36

6

４（基幹店）

4

13

11

4

8

33

2

3

3

1

＊（基幹店）とは商品提案・販売可能な店舗数。

(有)味玄食品 東京都 荻窪タウンセブン内B１にテナント「あじげん」を展開する。独自性ある品揃えが豊富。 HPがない為荻窪タウンセブンを参照

ナショナル物産㈱ 東京都 閑静な街並が広がる地域密着型インターナショナルスーパー。日本に住む大使館員や海外ビジネスマンの来客も多い。 https://www.nt-interior.com/company/

㈱横浜水信 神奈川県 お客様のニーズに合った地域密着の青果販売店。集客が多い店舗。 https://www.mizunobu.com/

㈱三徳 東京都・神奈川県、千葉県 品揃え豊富なスーパー。一部店舗にて高単価商品の取り扱いも行う。 https://santoku.co.jp/

㈱平井中村屋 東京都 地域密着スーパー。地方名産品、オーガニック品を数多く取り扱うこだわりスーパー。 https://www.hirainakamuraya.co.jp/

㈱ベルーフ 東京都 本体は人材派遣会社。スーパーも展開し高単価商品も取り扱う。 https://brf.co.jp/business/

㈱ココスナカムラ 東京都 精肉、鮮魚が充実。その他、惣菜品の品揃えが豊富なスーパー。 https://www.e-ccs.co.jp/

㈱ナリタヤ 千葉県 路面店の立地を生かした品揃え豊富なスーパー。有機等こだわり商品も展開。 http://www.naritaya-net.co.jp/

㈱あおき 東京都、神奈川県、静岡県 こだわり商品の販売に特化した店舗。各店担当采配により商品取り扱いが可能で販売力のあるスーパー。 http://www.superaoki.com/

㈱九州屋 東京都 百貨店を中心に青果店を展開。一部店舗にて日配品を取り扱うスーパー。 www.kyusyuya.co.jp

㈱タジマヤ 埼玉県・茨城県 駅に隣接するビルにて食品を販売しているスーパー。こだわり商品も数多く展開。 https://www.tajimaya-cc.net/

㈱京急ストア 東京都・神奈川県 36店舗の内５店舗の「ユニオン店舗」は全国のこだわり商品を展開。 https://www.keikyu-store.co.jp/corporate/

㈱三浦屋 東京都 東京・多摩地区を中心にSM6店舗を展開している高質スーパーマーケット。 http://www.miuraya.com/

㈱エース 全国 モットーは”個性あふれる専門店”。全国各地の名産品など品揃豊富。 www.ace-group.co.jp/store/

㈱信濃屋食品 東京都 東京・世田谷を中心に酒類販売に定評がある高質スーパーマーケット。 http://shinanoya.co.jp

㈱シェルガーデン 東京都・神奈川県・千葉県他 セブン＆アイ傘下の高品質スーパーマーケット。地方特産の高単価品を数多く取り扱う。 http://www.garden.co.jp

㈱紀ノ國屋 東京都・神奈川県他 PBブランド商品や全国のこだわり商品を主体に販売。エキナカ・百貨店内、路面店など好立地に展開。 https://www.e-kinokuniya.com/

㈱スズラン百貨店 群馬県 地場商品、地方特産品を展開し、スーパーとの差別化を計っている https://www.suzuran-dpt.co.jp/

㈱福田屋百貨店 栃木県 地場商品、地方特産品を展開し、スーパーとの差別化を計っている https://www.fukudaya.net/

㈱京急百貨店 神奈川県 「食膳の旅コーナー」にて地方特産品を主に販売。 https://www.keikyu-depart.com/company

㈱丸広百貨店 埼玉県 埼玉県の老舗百貨店。地方特産品も数多く取り扱う。 www.maruhiro.co.jp

代行商談企画提案先小売店情報

銀座ベルハウス株式会社

企業名 店舗所在地 店舗特徴 企業HP

別紙 


