北海道産品取引商談会
福岡会場
北洋銀行
インフォメーションバザール
in Fukuoka

開催日時

11月 9日 水

2022 年

事務局

会場

10日 木

[10：00 〜 17：00] ・

[10：00 〜 16：00]

一般社団法人北海道貿易物産振興会
株式会社北洋銀行
マリンメッセ福岡

主催

ＦＯＯＤ ＳＴＹＬＥ実行委員会（株式会社イノベント）

規模

来場流通バイヤー 約 13,000 名

出展要領
日時

2022年11月9日（水）10：00〜17：00・10日（木）10：00〜16：00
マリンメッセ福岡
〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1

会場

規模

来場流通バイヤー 約13,000名
前回（2021年）実績／来場バイヤー数：14,924名、
出展者：907社

■目的
道内で生産加工された食品の九州地域での販路拡大を図るため、
「FOOD STYLE Kyushu 2022」
に
北海道コーナーを設置し、道産食品の流通拡大と新規取引の促進に努めます。

■出展対象事業者
道内に本社（本店）
がある食品製造、加工メーカーで中小企業者及び小規模事業者に該当する企業
ア）中小企業者の定義
・製造業、
その他の業種：従業員300人以下又は資本金3億円以下
・卸売業：従業員100人以下又は資本金1億円以下
イ）小規模事業者の定義
・製造業、
その他の業種：従業員20人以下
・商業（卸売、小売業［飲食店含む］）、
サービス業：従業員5人以下

■対象商品
道内で生産、製造された農産・水産・畜産物並びに加工品、菓子、乳製品、飲料等の食品

■出展条件
・出展者が必ず開催期間中に常駐できること。
・本商談会に初めて出展される場合は、
出展者説明会終了後に開催するセミナー、
および出展後に開催する
相談会に原則参加できること。
・対象事業者に当てはまらない事業者は申込できません。
・申込確認後、事務局より出展料のご請求書を送付いたしますので、
その振込をもって出展決定となります。
なお、
お振込みがない場合は出展できませんのでご了承ください。
・本商談会の終了後に配布するアンケートを定められた期限までに提出すること。

■小間及び出展料 ※試飲・試食が可能です。
小間数（予定）： 60小間
※申込1社1小間とします。

Ａ小間（56小間）

間口1,200㎜ 奥行700㎜ 高さ700㎜

60,500円（税込）

Ｂ小間（4小間）

間口2,400㎜ 奥行700㎜ 高さ700㎜

121,000円（税込）

※出展申込書にて
「平台」
・
「冷蔵ケース」
・
「冷凍ケース」
を選択してください。）

■補助経費
・旅費宿泊費（1社2名 11月8〜11日 3泊4日）
の2/3 ※開催期間中に常駐できる方が対象となります。
ただし、事務局指定の旅行会社へのお申込みに限ります。
・什器代（平台、冷蔵、冷凍ケース）及び電気の使用料
・共有スペース内に、大容量冷蔵冷凍庫、給排水設備、消火器配備
・個別商談ブース設営、椅子・テーブル設置

■申込締切日

2022年 7月22日（金）必着

※但し、小間数（60小間）
に達した時点で、締切日前であっても受付を
締め切らせていただきますので、
あらかじめご了承願います。

①オンラインセミナー及び出展者説明会
日 時

※初出展企業は参加必須となります。

2022年9月22日
（木） ①出展者説明会 11：00〜12：00（予定）
②オンラインセミナー（ZOOM）13：00〜16：00（予定）

配信会場 アンカーウェブスタジオ
札幌市中央区北1条西10丁目1-17北一条山地ビルディング TEL：011-281-7552

②ＰＲに活用できる動画作成
日 時

2022年8月25日
（木）〜2022年9月22日
（木）

撮影場所 札幌市内
申込料

動画時間 1分30秒程度

定

員

出展者の内20社を予定

制作イメージを
ご覧いただけます

44,000円（税込）※訪問撮影を希望される方は別途55,000円／日頂戴します。

撮影の詳細につきましては、後日ご案内いたします。
お問い合せ先 / 株式会社自然農園 TEL.011-261-0556
（担当：土井）

③出展企業フォローアップ
日 時
場

所

九州地区の
専門アドバイザーが
2022年11月9日
（水）10：00〜17：00 / 10日
（木）10：00〜16：00
会期中にフォローアップ
いたします。
北海道ブース（特設スペース） 対象者 初出展企業を優先とします。

④アフター相談会
日 時

1月中旬頃（予定）

場

所

札幌市内

対象者

初出展企業を優先とします。

九州地区の専門アドバイザーが出展後の個別商談をサポートいたします。
詳細につきましては、
出展が決まりましたらご連絡いたします。

■その他の注意事項
・商談は出展者と来場者で行っていただき、
それぞれの自己責任でお願いいたします。
主催者及び事務局はその内容に関知しません。
・会場内で試飲・試食が可能です。
ただし、事前に各種届出が必要となります。
・会場（北海道コーナー）
内でのカセットコンロ、直火の使用は禁止です。
・北海道コーナーには、給排水設備を用意しておりますが、試食に必要な備品（鍋・包丁・試食用皿・割りばし他）
は
各自でご用意願います。新型コロナウイルス感染症の関係で試食形式の指定、
または中止になる場合がございます。
・あらかじめ包装された食品を配布する場合には、食品衛生法に基づいた表示（シール、
ラベル等）
が必要となります。
・当日のゴミ取扱いにつきましては、各社とも責任をもって処理願います。

■申込方法
・北海道貿易物産振興会ホームページより所定の出展申込書及び出品明細書をダウンロードしていただき、
必要事項を記入の上、
当会へメールにて提出してください。
ホームページURL：http://www.dousanhin.com
メールアドレス： 荒木 araki@dousanhin.com
・出品される商品はすべて出品明細書に記入してください。
・2022年8月9日
（金）
からのキャンセルにつきましては、
出展料及び出展者負担分の旅費宿泊費を
ご請求させていただきます。

※新型コロナウイルス感染症の関係で中止となる場合がありますのでご了承願います。

北海道産品取引商談会福岡会場
北洋銀行
インフォメーションバザール in Fukuoka

■出展物
出展要領「対象商品」
に記載。
■出展料
出展要領「出展料」
に記載。
■出展申し込み
出展要領「出展条件」及び「申込方法」、
（1）
「申込締切日」
に記載。
出展企業については、
「出展対象事業者」
（2）
に記載。
（ 3 ）申込書受領後であっても
「出展条件」等
がクリアできない場合は、事務局の判断に
より出展をお断りすることがあります。
（ 4 ）出展者は上記事項をあらかじめ了承の
上、本出展申込みをすることとし、将来この点
についての異議は一切受け付けません。
■出展料の支払
出展要領「出展料」
に記載。事務局より請求
書をお送りいたしますので期日までに指定口
座にお振込みください。
■出展の決定
出展は
「出展条件」
をもとに全体の構成などを
考慮し、
事務局で審査の上決定します。出展
の決定時期は、事務局が出展料金の請求書
を発送した時点とします。
■出展物の管理
（1）各出展者は、
自己の責任において出展物
の管理をしてください。
自らの責めに帰すべき場合を
（ 2 ）事務局は、
除き天災地変その他不可抗力の原因による
場合を含め出品物の損傷その他出品物に関
する一切の事故について、
その責任を負いま
せん。

■食品表示・食品衛生等
試食、商談にあたっては食品表示や食品衛
生等の関係法令を遵守の上、対応をお願い
いたします。

■マイク使用の禁止と音量規制
（1）
マイクを使用した商品説明は禁止します。
（ 2 ）小間内のAV 機器等の音量は、他の出品
者の迷惑にならない程度としてください。

■事故防止及び責任
（1）
出展者は、
出展物の搬入出、
展示、
実演等
に際し最善の注意を払い、
事故防止に努め、
万一事故が発生した場合の責任は、
出展者
において負うものとします。
自らの責めに帰すべき場合を
（ 2 ）事務局は、
除き発生した事故につき一切の責任を負い
ません。
（ 3 ）商談は出展者と来場者で行っていただ
き、
それぞれの自己責任でお願いいたします。
事務局および関係者はその内容に関知しま
せん。

■装飾
（ 1 ）装飾物は各出展者間の間仕切の枠外に
はみ出ることを禁止します。
（ 2 ）会場の通路上に表示物などを設けない
でください。
（3）装飾物についての高さは原則として床か
ら２ｍ以下とします。
また、
これ以下の高さで
あっても他の出展者に迷惑となるもの及び会
場内の視界を遮るものは禁止します。但し事
務局が特別に許可した場合はこの限りでは
ありません。
（4）
出展にあたり天井構造の使用は、事務局
の承諾のない限り禁止します。

■禁止事項
出展者の次の行為を禁止します。
①本出展規約上の出展者としての地位又は
権利の全部又は一部につき、
その権利の譲
渡、売買をなし、又は転貸すること。
②指定された場所以外での展示、看板、広
告標識等を提出すること。但し事務局が事前
に承諾した場合はこの限りではありません。
③他の出展者に迷惑となる行為及び会場に
損害を及ぼすような行為をすること。
④その他ＦＯＯＤ ＳＴＹＬＥ実行委員会の規約
において禁止された事項。
■出展要領
出展者は、
出展要領及び出展規約を遵守し
なければなりません。

■廃棄物の処理
ゴミの分別処理方法については、
ＦＯＯＤ
（1）
ＳＴＹＬＥ実行委員会の処理方法に基づき、
各社で責任を持って処理願います。
（2）放置廃棄物の処理費用については、会期
終了後、事務局が出展者に実費請求します
ので、請求書受領後、直ちにお支払いくださ
い。
■出展規約の違反
出展規約を違反した場合、当日及び次回の
出展をお断りします。
■その他
上記に記載のない事項や会場内での事は
ＦＯＯＤ ＳＴＹＬＥ実行委員会の規定を適用し
ます。

申込事務局
一般社団法人北海道貿易物産振興会
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター内
ＴＥＬ：011-251-7976 ＦＡＸ：011-251-0230
担当：荒木、大槻
メールアドレス：荒木 araki@dousanhin.com

株式会社北洋銀行
〒060-8661
札幌市中央区大通西3丁目7番地
ＴＥＬ：011-261-1321 ＦＡＸ：011-261-1356
担当：地域産業支援部 東方、濱田

