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おいしい信州ふーど発掘商談会 in 東京 出展者募集のご案内 
公益財団法人長野県産業振興機構 

1. 目的 
 長野県内の農産物生産者及び加工食品製造事業者の営業活動を支援するとともに長野県産品の販路拡大

を図るため、東京都内で展示商談会を開催し、食品等の仕入れ業者との商談を支援するとともに販路開拓・

拡大の支援を行います。 

 
2. 主催 長野県産業労働部営業局、公益財団法人長野県産業振興機構 

 
3. 会期 令和 4 年 10 月 20 日（木）11 時から 17 時まで 

 
4. 会場 ベルサール渋谷ガーデン 1F ホール 

〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー1Ｆ 
【ベルサール渋谷ガーデン HP】 

https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyagarden/ 
 

5. 開催方法と来場バイヤー 
(ア) 展示商談会 

来場したバイヤーが出展者のブースを廻り自由に商談を行う。主催者は食品販売に関係するバイヤー

企業（百貨店、GMS、SM、CSV、問屋商社、専門店、通信販売 EC、フードサービス等）に開催を案内

し来場を促す。また輸出商社に開催を案内し来場を促す。 
(イ) 個別商談会の併催 

過去に開催したオンライン商談会等に参加したバイヤー企業に出展者リストを示し、出展者との個別

商談を依頼する。バイヤーから選定された出展者は会場内の商談コーナーで個別商談を行う。 

 
6. 応募要件 

 下表に掲げる要件を備える事業者を募集します。 

農林畜水産物を 
出展する事業者 

 

（ア）県内に本社又は主たる事業所を有し、県内で農林畜水産物を生産する事業者であ

ること。 
（イ）長野県農作物病害虫雑草防除基準の遵守と生産履歴の記帳保管を行っているもの。 
（ウ）FCP 展示会商談会シートの記載内容が適正であり、出展が適当と認められるもの。 

加工食品を 
出展する事業者 
（酒類を含む） 

（ア）県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等であること。出展商品は農林

畜水産加工食品であり自社で製造していることが表示されているもの。又は委託

製造している商品の場合は自社で生産製造した原料を使用し製造されたもので、

商品の一括表示部分に自社が販売者として表示されているもの。 
（イ）製造工程で安心安全に配慮しているもの。 
（ウ）FCP 展示会商談会シートの記載内容が適正であり、出展が適当と認められるもの。 

※卸売事業者、小売事業者は応募、出展できません。 

 
7. 出展者募集数 85 社 

 
8. 出展者負担金 35,000 円（消費税込み） 

https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyagarden/
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(ア) 出展決定通知書兼請求書より指定する期日までに当機構にお支払いください。 
(イ) 指定する期日までに支払いのない場合には出展の決定を取り消します。 
(ウ) 出展者負担金の支払い後に出展を辞退した場合には出展者負担金は返金いたしません。 
(エ) 出展に伴うその他の経費はすべて出展者の負担とします。（交通費、展示品運搬費、宿泊代、展示商品等

に係る費用等。また出展スペース及び基本備品以外に出展者が設置する設備・機器の費用及び電気工事、

電気料金等） 

 
9. 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策について 

(ア) 本事業は一般社団法人日本展示会協会が定める「展示会業界における COVID-19 感染拡大予防ガイド

ライン」に基づき開催します。下記 URL より内容をご確認ください。 

https://www.nittenkyo.ne.jp/news-covid/ 
(イ) 当日は会場内の密集を避けるための措置として、搬入出等作業及び商談に対応する人員は最大 2 名まで

とします。 

 
10. 出展申し込み 

締切日時 令和 4 年 9 月 27 日（火）17 時まで 

（１） 
FCP 展示会商談会シートの 
作成 

 

① 「おいしい信州ふーど発掘商談会 in 東京」の出展者募集の HP から FCP 展

示会商談会シートをダウンロードし作成してください。 
② 陳列を予定する商品のうち、代表商品 1 品について FCP シートを作成し提

出してください。 
③ FCP シートは第 3.1 版を用いて作成してください。 
④ FCP シートをもとに来場者に配布するガイドブックを作成します。商品写

真は鮮明なものを使用してください。 

（２） 
申込者情報の入力 

① 「おいしい信州ふーど発掘商談会 in 東京出展申込フォーム」に必要事項を

入力してください。 
【申込フォーム URL】 
https://www.nice-o.or.jp/formpage/formpage-23865/ 

② 入力情報の送信ボタンを押すと、入力内容が記載された電子メールが自動

返信されます。電子メールの受信を確認してください。 
※ FCPシートのファイルサイズが2MB以上の場合はメールに添付して次のア

ドレスまでご提出ください。 
hanro@nice-o.or.jp 担当：山﨑 

※「申込フォームへの入力」と「FCP 展示会商談会シートの提出」をもって申込手続きの完了です。 

 
11. 出展者の決定 

(ア) 提出された書類をもとに審査を行い決定し、選定結果を書面により申込者に通知します。 
(イ) 応募要件を備える申込者が募集数を上回る場合には、次の項目に即して審査を行い出展者を選定します。 

① 主たる出展商品が、長野県が定める「信州ブランド推進重点品目」若しくは「ブランド力育成支援

品目」を生産製造する事業者又は「信州ブランド推進重点品目」若しくは「ブランド力育成支援品

目」に定める農産物等を主たる原材料とした加工食品を製造する事業者を優先する。 
② 長野県の信州ブランドプロダクト育成支援事業に参加実績のある事業者及び信州ブランドアワー

ドの受賞実績のある事業者を優先する。 

https://www.nittenkyo.ne.jp/news-covid/
mailto:hanro@nice-o.or.jp
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③ 県産業振興機構の重点支援者事業に参加実績のある事業者を優先する。 
④ 長野県の「NAGANO ものづくりエクセレンス」事業で認定された製品及び技術を有する事業者を

優先する。 
⑤ 上記①から④の審査結果においても同実績で出展者を選定できない場合は、直近決算期の売上高が

より小さい事業者を優先する。 

 
12. 出展者説明会の開催 

(ア) 出展決定者を対象とした出展者説明会をオンラインで開催します。必ず参加してください。 
(イ) 開催予定日 令和 4 年 9 月 29 日（木） ※開始時刻等は後日お知らせします。 

 
13. 出展者の展示スペース・基本備品等（図 1 参照） 

(ア) 商品を陳列するための展示台 1 台 
会場壁面、ガラス面等へのポスター・POP 類の等貼付は

禁止されています。 
(イ) 社名版 1 枚 

展示台天板に貼り付け掲示します。 

 
14. 電気設備 

(ア) 出展者の展示スペースには電源設備はありません。また

会場内の壁面（床面）にある電源コンセントの使用は禁

止されています。 
(イ) 展示台上で電気調理器具の使用及びパソコン・液晶ディ

スプレー等の使用を希望する場合は、主催者が指定する

設備施工会社により、専用の電源コンセント等を設置す

ることができます。工事代金及び電気使用料金等は実費

を負担してください。設備施工会社の請求に基づき代金

をお支払いください。 

 
15. 危険物品の持込と裸火使用の禁止 

(ア) 会場への危険物品の持込と裸火の使用については禁止します。 
(イ) 危険物品とは、消防法で定められる物品を指し、各種石油類の他、動植物性油脂類が含まれます。 
(ウ) 調理用サラダ油等も危険物品に当たります。持込を希望する場合は管轄の消防署にて審査を受ける必要

があります。 
(エ) 裸火とは、カセットガスコンロ、キャンドルランプ、調理用固形アルコール燃料、電気を熱源とする器

具では発熱部が赤熱して見えるもの（電気コンロ、電気フライヤー等）を指します。裸火の使用は禁止

といたしますので、加熱調理には IH 調理器等を使用してください。 
(オ) 危険物品の取扱及び裸火使用に当たらない調理器具の使用については、出展決定者に改めて詳細の説明

を行います。 

  

（図 1） 
展示台大きさ 幅 1800mm、奥行 450mm、高さ 700mm） 

テーブルクロスはありません。各社で用意してください。 
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16. 試食試飲の実施に伴う衛生管理 

(ア) 会場での試食試飲の提供は来場バイヤーとの商談を促進するためにとても効果的です。新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止対策として呼気飛沫の付着を防止する対策を講じた上で実施してください。 
(イ) 試食及び試飲の実施については、衛生的に実施することを管轄の保健所に届出を行う必要があります。

出展決定後に書類の提出をお願いします。 

 
17. 廃棄物の取扱 

(ア) 試食試飲で生じる廃棄物（生ごみ、使用済み容器等）は、原則として主催者が廃棄処分を行います。廃

棄物によっては持ち帰っていただく場合があります。 
(イ) 後日案内する分別方法等により出してください。 

 
18. 出展者による既存取引先への来場案内（別紙参照） 

(ア) 展示商談会は普段の営業活動が凝縮された効率的な場です。 
(イ) 本商談会を既存取引先との商談の場としても活用してください。 
(ウ) 出展決定者には、既存取引先へ案内していただくための開催案内状を提供します。既存取引先に対し本

商談会に出展することを通知し来場を促し商談を行ってください。 

 
19. その他 

(ア) 本商談会は一般消費者の入場はできません。仕入れを伴わないお客様への来場案内は行わないでくださ

い。 
(イ) 18 歳未満の方の入場はお断りします。成人同伴者がいる場合であってもお断りします。 
(ウ) 本商談会では商品の販売（営業行為）は行うことはできません。 

 
20. 主催者事務局 

公益財団法人長野県産業振興機構 
マーケティング支援部 山﨑 大給 
電話 026-235-7246 メールアドレス hanro@nice-o.or.jp 

 
 


