
開催日時：2020年11月9日～12日（4日間）

会場：オンライン商談会（事務局：近畿財務局内）

共催：財務省近畿財務局、西日本高速道路株式会社、
西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社

協力金融機関：大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫、
京都信用金庫、京都北都信用金庫、
日本政策金融公庫、尼崎信用金庫、
神戸信用金庫、姫路信用金庫、
淡路信用金庫、兵庫信用金庫、
中兵庫信用金庫、但陽信用金庫、
日新信用金庫、大和信用金庫、
奈良中央信用金庫
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関西地区ハイウェイ商談会の概要（開催までの経緯）

大商談会スキーム図

商談会開催にあたっての取組・工夫

 商談会に参加する地元事業者を確保するためには、普段から取引があり内情をよく
理解している金融機関の協力が不可欠となるが、金融機関と繋がりがある当局が
間に入り調整することで、積極的な協力を得ることができる。

 金融機関としても、取引先事業者の業績向上という課題がある中、多くの取引先事
業者が販路拡大に繋がる本商談会に参加する機会を得ることができる。また、 SA
・PAのテナント側にとっても、取扱商品の新陳代謝や取引事業者の拡大に繋がる。

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で3密を避けなければならない状況にある中、
新生活様式（ニューノーマル）に適応したオンライン商談会を開催。

◆商談成約率・満足度を高める工夫（事前ニーズ確認等）

今回はオンライン形式での実施となりましたが、前回の対面形式での商談会に引けを取
らない、むしろそれを上回るような商談会にすべく、以下のような工夫を行いました。

◆オンライン商談会を円滑に進めるための取り組みや質を高める工夫

☄ 金融機関取引先事業者（売り手）とSA・PAのテナント（買い手）の両者が、効
果的・効率的な商談が行えるよう、事業者側からどのような商品を売り込みたいか・
どのテナントと商談したいか、また、テナント側からも、どのような商品を望むか、どの
事業者と商談したいかといった両者のニーズ等を予め把握。

☄ 当局と西日本SHDとの間で、事業者とテナントそれぞれのニーズを踏まえた調整・検
討を行い、当日の商談スケジュールを作成。

☄ オンライン形式が初めてのテナントや事業者へも配慮して、オンライン商談会の手引
き・マニュアルを作成するほか、参加者に対して数次に亘る事前接続テストを行うな
ど万全の準備を実施。

☄ 事前に事業者からテナントに商品サンプルを送付しておくことで、現物を見ながら
商談ができるなど、対面での商談よりも質を落とさないようにする工夫も実施。

☄ こうした事前準備をしっかりと整えたことに加え、商談会当日も、商談が円滑に進むよ
うしっかりと当局・西日本SHDがシステム面やスケジュール面をフォロー。

オンライン

企画のポイント

◼ これまでの経緯（第1回商談会開催まで）

✎ 高速道路サービスエリア（SA）、パーキングエリア（PA）の商業施設を管理している西
日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社（以下「西日本SHD」）は、管轄商
業施設を運営するテナント事業者と、関西地区のメーカーや生産者をマッチングさせる商
談会を企画していましたが、商談会の開催にあたっては地元メーカーや生産者と取引のあ
る金融機関の協力が不可欠な状況となっていました。

✎ こうした中、関西の金融機関と繋がりがある近畿財務局に相談があり、これを契機として
行政機関として初めて当局が共催し、昨年（2019年）2月に第1回目となる関西地
区ハイウェイ大商談会を開催しました。

◼ 昨年の大盛況を受けて第2回商談会開催へ…しかし感染拡大で延期に

✎ 昨年の商談会が大変盛況であったことから、第2回商談会も開催したいとのお話を西日
本SHDからいただき、準備を進めていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、開催間際の段階ではありましたが、やむなく一旦延期することとなりました。

◼ コロナ禍という逆境の中、オンライン形式での商談会開催へ！

✎ 依然として感染症の猛威は過ぎ去らないものの、何とか商談会を開催し、少しでも地域
活性化に資することができないかと知恵を絞り、今般、感染症対策（3密回避）を踏ま
えた完全オンライン形式での大商談会という初めての試みに取り組むこととしました。



第1回商談会では、いずれの商
談ブースも、自社商品を持ち込
みPRする事業者の熱気と、試食
品の香りに包まれ、また、いくつか
その場で商品の納入が決まる商
談も出始めるなど、大盛況のうち
に幕を閉じました。

開催までの道のり（概要）

2020年11月

第2回大商談会開催！

2020年8月～

オンライン商談会に向けた準備

2020年3月

感染拡大に伴い商談会延期

2019年8月～

第2回商談会に向けた準備

2019年2月

第1回大商談会開催

第2回商談会開催に向けて、金融機関への説
明会を実施しました。説明会では、第1回大商
談会の概要を中心に西日本SHDからご説明い
ただきました。

また、第1回大商談会を超える商談会
とするべく、当局と西日本SHDとの綿密
な打合せも開始しました。

開催に向けて準備も最終段階に
差し迫っていたところ、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響により、やむ
なく一旦延期することとなりました。

←西日本SHDとWEB会議システムの体験・打合せ

↓事業者・テナントに対する事前接続テストを実施

当局や西日本SHD（事務局側）としては、初めてオン
ライン商談会の舵取りをすることとなるため、そもそもの
WEB会議システムの使用方法など基礎的な部分から打
合せを行いました。
また、当日、スムーズに商談会に参加していただけるよ
う、参加者である事業者・テナント両者に対して、本番を
想定した事前接続テストも実施しました。

今回は、買い手であるテナント23社と、売り手である近畿管内の
事業者109社をマッチングし、延べ317件の商談をオンラインで実
施しました。また、関西地区だけでなく、四国地区・岡山のテナント
会社にも参加いただいたことで、前回よりも広範な地域での商談を
可能にしました。

当局及び西日本SHDが、延べ4日間に亘るオンライン商談会の運
営管理を行い、事業者とテナントにオンライン上での商談を行っていた
だきましたが、対面での商談とは勝手が違う中でも充実した商談を行
っていた様子が見受けられたほか、運営上も大きなトラブルが生じるこ
となく、無事、滞りなく商談会は閉幕しました。

オンライン商談の模様

オンライン商談会 事務局の様子

金融機関への説明会

第1回大商談会の模様



プレスリリースなどの商談会開催に向けた各種準備作業

西日本SHDとの打合せ
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感染拡大により
商談会は一旦中止に！

ターゲット

■商品詳細

■取引情報

■取引状況　他

保管/賞味期限 常温　90日間

商品　写真　

（商品名） ドーナツ（箱）20本　

（売　価（税込）） 720 円 （売価（税抜）） 667 円

商　品　概　要
（訴求ポイント）

沖縄産黒糖と選び抜いた国内産小麦粉を使用して、新鮮な植物油脂で揚げました。
生地の中までしみ込んだ黒蜜のすっきりとした優しい甘さ。揚げ菓子とは思えないほど
油っぽさが少なく軽い食感と心地よい後味です。

老若男女問わず

規格 ２０本

ＪＡＮコード 4900123456789

取引条件 買取

返品の可否 不良品の返品　可能。

納品形態 宅配

ロット（発注単位数） １ケース（24個）×２＝２ケース（48個）

●●百貨店と取引あり、●●駅売店でも好評

提出期限 申込日 1 月 23 日

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

貴社名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

代表者名

電話番号 FAX番号

資本金 百万円 従業員数 人

HPアドレス

事業内容

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

担当者名

E-MAIL

税込価格 258 円 保管条件 常温 60 日

商品PR

税込価格 円 保管条件 日

商品PR

第１希望 テナントＮＯ 1

第２希望 テナントＮＯ 2

第３希望 テナントＮＯ 3

（裏面へ続く）

テナント名

ＡＡＡＡＡＡＡＡ

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢ

ＣＣＣＣＣＣ

https://www.aaaaaaaaaaaaa.co.jp/

商談を希望するテナントを３つまでご記載ください（番号・テナント名等は、別紙を参照）

テナント名

テナント名

商品名② 賞味・消費期限

コメント

（アピール事項）

コンシューマーから業務用まで、よりおいしく・美しく演出致します。

商談会で提案する商品の特徴を簡潔にご記載ください（詳細は商品情報シートに記載）

商品名① 賞味・消費期限

丸くて穴の開いた食べ物です。

ドーナツ

https://www.aaaaaaaaaaaaa.co.jp/

ドーナツ製造会社。主にスーパーマーケット・コンビニなどに提供している。

商談会

担当者

部署名

ﾄﾞﾅﾂ ｽｷｽｹ

土夏　好介

役職名 代表取締役 携帯電話 090-0000-0000

100 10（パート30名）

エントリーシート(出展申込書）

◆本シートに必要事項を記入し、E-mailまたはFAXでご提出ください。

◆ご記入いただいた内容は「第二回関西地区ハイウェイ大商談会」（以下、「本商談会」）の主催機関が取得･管理し、本商談会の運営

目的に使用、ならびに本商談会参加バイヤーへ事前に開示させていただきます。

☑　私は個人情報に関する利用目的を確認し、同意のうえ申込みます。

　　　（同意される事業者は□内にレ点を記入ください。）

２０２０年１月２3日（木）

ﾄﾞｰﾅﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

ドーナツ株式会社

ﾄﾞﾅﾂ ｽｷｽｹ
代表者

役職名
代表取締役

土夏　好介

住所
〒540-8550

大阪市中央区大手前4-1-76

06-0000-0000 06-0000-0000

重要顧客

商品名①
価格

（税込）
保管条件 期限 商品①PR 商品名②

価格

（税込）
保管条件 期限 商品②PR コメント

テナント

ＮＯ
テナント

テナント

ＮＯ
テナント

テナント

ＮＯ
テナント

必要に応じ

選択

1 代表取締役 564-0044 10M 3
お菓子をはじめとする、観光みやげ商品の企画・卸売

※事業内容に加え取引内容・実績、アピールポイントを簡潔に記載
大阪そのまんまたこ焼 1,080円 常温 365日

大阪のソールフード代表・たこ焼を味は”その

まんま”でカリッと美味しい食感のお菓子にな

りました。ホンモノのたこ焼を特殊製法でフラ

イし、スナックのようなテイストで楽しめる一

品に仕上げました。大阪名物がつめこまれた

パッケージもＳＮＳ映えする魅力あるデザイ

ン。

まよころ（ねぎ焼き味） 378円 常温 120日

大阪のソウルフード・粉もん＆みんな大好き

マヨネーズから生まれた、粉モン風味のマヨ

ネーズせんべい。オリジナルキャラクターの”ま

よころ”が可愛らしさたっぷり。

30

西日本

高速道

路リテー

ル㈱①

（滋賀・

京都）

1

㈱グラン

ビスタ　ホ

テル＆リ

ゾート

8

㈱朝日

エアポー

トサービ

ス

大阪信金

2 代表取締役 571-0015 5M 12 お土産用和菓子製造卸売業、ＪＲ主要駅にて販売実績あり、 プチたい焼きレボリューション 896円 常温 ８０日

最中種は国内産100％使用し、小豆は北

海道豆を100％使用

オリジナルミルク餡・チョコ・イチゴ餡を使用

し、尻尾にチョコがけした、創作和菓子のご

提案です。

たい焼き最中（マルク＆チェ

コ）
1,296円 常温 ８０日

最中種は国内産100％使用し、表面はこ

んがり焼き上げ風味よく仕上げています。

小豆は北海道産豆を100％使用し、一緒

にミルク餡、チョコを入れた、弊社オリジナル

創作最中となっています。

ＪＲ各主要駅ナカのアントレマルシェ等

にて販売実績あり

そのほかにも各種お土産店やスーパーで

の販売の実績もあり。

たい焼きもなかというオリジナルブランドあ

り

12

㈱ダイ

ナック

パート

ナーズ

14

シンエー

フーヅ㈱

②（兵

庫　加

西）

6

光明興

業㈱①

（兵庫　

宝塚）

大阪信金

3 代表取締役 551-0013 10M 15
鮮魚（さわら、鮭等）ミソ

漬け

290円～

410円
冷凍 1年

当社にて魚の買付から調理、加工の全てを

行っております。魚は国産魚のみを扱ってお

り、形の美しさ、重量の均一性等を高い水

準で提供できます。

30

西日本

高速道

路リテー

ル㈱①

（滋賀・

京都）

10

神姫フー

ドサービ

ス㈱②

（兵庫　

加西）

大阪信金

4 代表取締役 596-0101 2M 2
自農園で栽培した桃やみかんの加工品を販売（岸和田かねちかの桃） 桃の酵素ペースト（15

包）
3,240円 常温 2022/11/1

2015年ギネス記録に認定されたマルヤ

ファームの桃、同じ土壌でとれた桃を使って

１０６種類の植物原料と発酵させてペー

ストにしました

桃の酵素ペースト（31

包）
6,480円 常温 2022/11/1

2015年ギネス記録に認定されたマルヤ

ファームの桃、同じ土壌でとれた桃を使って

１０６種類の植物原料と発酵させてペー

ストにしました

5
㈱京阪

レストラン
8

㈱朝日

エアポー

トサービ

ス

21

㈱松屋

フーズ①

（奈

良）

大阪信金

5 代表取締役 556-0012 1M 20 飲食業 冷凍牛タン 1,100円
冷凍（－

18℃）
６ヶ月

米国産、豪州産牛タン（タン中よりタン元

のみ）を使用し、秘伝の調味料で味付け

し3日間熟成させ、解凍後焼くだけ簡単調

理で仙台厚切り牛タンの本場の味をお楽し

み頂ける商品です。

冷凍牛タン　コロッケ塩味　

タンシチュー味
未定

冷凍（－

18℃
6ヶ月

米国産・豪州産　牛タン（タン中よりタン元

のみ）を使用し、秘伝の調味料で味付け

した牛タンを使用したコロッケです。塩味・タ

ンシチュー味の2種類

26

エリエー

ルフーズ

㈱

28
㈱伊予

鉄会館
大阪信金

6 代表取締役社長 553-0066 10M 600
まこと屋の牛じゃんラーメン

３食入り（干し中華麺）
1,200円 常温 １８０日

平成１１年創業のラーメンまこと屋（全４

０店舗）の一番人気の牛じゃんラーメンを

３食入り

31

西日本

高速道

路リテー

ル㈱②

（兵

庫）

30

西日本

高速道

路リテー

ル㈱①

（滋賀・

京都）

8

㈱朝日

エアポー

トサービ

ス

大阪信金

7 代表取締役 557-0011 10M 27
イベリコ豚専門店、スペイン王室献上品生ハム、4年間熟成した生ハムの取り

扱い

イベリコベジョータ30ヶ月熟

成生ハム
1,058円 冷蔵 90日

・生ハムはスペインの高級食材のイベリコ豚

を30ヶ月間熟成しました。チーズのような味

わいで他にはない生ハムになっております。

イベリコ豚の中でも上位ランク【ベジョータ】を

使用した生ハムです。最高でも2年熟成の

生ハムを更に半年間熟成させ、おいしさを

追求した商品です。一枚一枚フィルムでは

がしやすくしておりますので、食べるのに非常

和牛サーロイン生ハム 2,200円 冷凍 180日

和牛のＡ４のサーロインを４０日間低温

燻製して作りました。塩分を通常の半分以

下で作りましたので、塩辛さがなくマイルドに

なっております。

25
㈱三好

野本店
3

㈱近鉄リ

テーリング

②（大

阪）

1

㈱グラン

ビスタ　ホ

テル＆リ

ゾート

大阪信金

8 取締役 558-0056 3M 5 宝石加工販売　インターネットよる物品の販売 家米　ＩＥＭＡＩ 2,000円 常温 令和元年産

北海道のゆめぴりか、ななつぼし、おぼろづ

きの３種類

2合×3銘柄のセットなります。贈り物や内

祝いなどにおススメです

1

㈱グラン

ビスタ　ホ

テル＆リ

ゾート

4

㈱近鉄リ

テーリング

③（奈

良）

5
㈱京阪

レストラン
大阪信金

9 代表取締役 542-0066 10M 30 和、洋菓子製造・販売
スイーツギフト（2種詰め合

わせ）
3,000円 常温

10日（但

し、ピンクのこ

いしモチは賞

味期限3日

です）

①（こいしもち）小石程の一口サイズのお

餅です。ドライストロベリーを白あんと柔らか

なお餅で包みました。少し甘酸っぱさが口に

広がる。

②（クラシカル・クリーム・チーズケーキ）新

鮮なクリームチーズと生クリームをふんだんに

使った濃厚な生地で出来たチーズケーキで

す。

黄金カステラ 3,000円 常温 2週間

①（カステラ）卵白を少なく、卵黄を多く使

用することにより、こくのあるお味に仕上がっ

ております。佐藤にはザラメを、小麦粉は国

産のものを使用しており、材料にこだわって

作成したカステラでございます。

②（神楽鈴）しっとりとしたミルク風味のお

饅頭です。抹茶とプレーンがあります。

③（ふぃなんしぇ）洋菓子のフィナンシェを

厳選した素材を使用した和・洋菓子を

製造しております。よろしくお願い致しま

す。

1

㈱グラン

ビスタ　ホ

テル＆リ

ゾート

5
㈱京阪

レストラン
2

㈱近鉄リ

テーリング

①（滋

賀）

大阪信金

10 代表取締役 545-0052 3M

自然食カフェの先駆けとして、2002年大阪・阿倍野で創業。現在、大阪3店

舗、東京、沖縄に店舗を有する。

百貨店や通信販売で、カフェで提供しているドレッシングやスイーツの製造販売

も行っている。

実身美の酵素ドレッシング

（プレーン）
831円 冷蔵 180日

自然食カフェの先駆けとして、2002年大

阪・阿倍野で創業した玄米カフェ実身美

（サンミ）で提供しているドレッシング。お客

さんの要望の声が多く2011年から商品化。

すりおろした、生の有機玉ねぎを内容量の6

割も使った、フレッシュ感あふれる贅沢なド

レッシング。

全国約5000商品の中でＮｏ1である「お

実身美の酵素ドレッシング

（有機人参）
885円 冷蔵 180日

自然食カフェの先駆けとして、2002年大

阪・阿倍野で創業した玄米カフェ実身美

（サンミ）で提供しているドレッシング。お客

さんの要望の声が多く2011年から商品化。

すりおろした、生の有機玉ねぎを内容量の6

割も使った、フレッシュ感あふれる贅沢なド

レッシング。

全国約5000商品の中でＮｏ1である「お

2

㈱近鉄リ

テーリング

①（滋

賀）

5
㈱京阪

レストラン
26

エリエー

ルフーズ

㈱

大阪信金

11 代表取締役 565-0824 10M 70 食パン製造、販売
水にこだわった　

高級生食パン
864円 3日

絹のようにしっとりした耳。淡雪のようなくちど

けのほんのり甘い食パン

絹のようにしっとりした耳。淡雪のようなく

ちどけのほんのり甘い食パン
9

神姫フー

ドサービ

ス㈱①

（兵庫　

西宮）

3

㈱近鉄リ

テーリング

②（大

阪）

19

水了軒

紀州食

品産業

㈱

大阪信金

12 代表取締役 〒543-0002 3M 15 純和風の昔ながらの料亭 ごますき鍋だし 810円 常温 365日
かつお出汁風味に胡麻と練り胡麻をベース

に！セサミンたっぷり！
2

㈱近鉄リ

テーリング

①（滋

賀）

5
㈱京阪

レストラン
大阪信金

商品② 面談希望① 面談希望② 面談希望③

金融機関名

商品①

資本金
従業

員数
会社概要(事業内容）

郵便

番号
番号

代表者

役職名

西日本SHDから、第1回大商談会の商談結
果を説明。この商談会における高い成約率、
それを成すことができたポイントなどを説明いた
だき、参加された各金融機関の高い関心を
得ることができました。

金融機関への説明会

会
場
の
現
地
視
察

対面形式での大商
談会を実施する予
定であったことから、
会場候補の選定や
視察も実施。

参加金融機関や事業者の調整
が進む中、今後のスケジュールや
方針等について、西日本SHDと
の打ち合わせを開始。

事業者からのエントリーシートの回収・とりまとめ

成約率を高める工夫

金融機関を通じて、参加事業者(売り手) か
ら、どのような商品を販売したいのか、どのテナン
トと商談したいのか、などをまとめたエントリーシー
トを回収。これにより事業者側のニーズを整理。

整理・検索しやすいようにエントリーシートを
一覧表にまとめる作業も行いました。

事前に双方のニーズを確認することで
効率的・効果的な商談が実現し
成約率の向上につながる

テナント（買い手）に送付するた
め、事業者から提出のあったエント
リーシートを一冊のファイルに編綴。

20以上のテナントに送付する
関係から作成するファイル数も
膨大に。

苦労の末出来上がった資料

エントリーシートファイルは、西日本SHDを通じてテ
ナント側に配付。これを基に、テナント側からもどの
事業者と商談を行いたいかといった意向を確認。

商談会に向けた最終準備

開催当日が差し迫る中、
各種準備も最終段階に
入っていましたが…

商談参加者に対するシステムマニュアル
の配付及び事前接続テスト

商談会を円滑に進める工夫

オンライン形式が初めてのテナントや事業者のため
に、オンライン商談会の手引き・マニュアルを作成。

当日の進行を円滑にするため、参加者に対して、当日
を想定した数次に亘る事前接続テストを実施。

商談会で使用する予定の
システムが大人数でも問題
なく使用できるかどうかも含
め、当局において念入りな
テストを実施。

緊急事態宣言解除後、西日本SHDと共に
今後の開催方法について模索。その結果、
オンライン商談会を実施しようということに。

商談会開催に向けて再始動

事業者・テナントニーズを踏まえた商談スケジュールの作成

成約率を高める工夫

事業者・テナント双方の意向を極力反映する形で計4日
間に及ぶ商談スケジュールを作成。商談の要となるため、
タイムスケジュールに誤りがないか、念入りに確認。
<POINT>
・テナント側からの商談ニーズのない事業者は西日本
SHD関連会社が商談するなど、参加事業者が最低で
も１商談は行えるよう調整。
・複数商談を行う事業者が、商談と商談の間の時間が
大きく空かないよう調整。

商談会に向けた最終準備

初めてのオンライン形式ということ
もあって、当日の役割確認など
最終準備を綿密に実施。
今度こそ…

オンライン
大商談会開催へ！

←商談会当日の
流れ等を簡潔に
まとめた「商談会
手引書」も作成
し、事業者やテナ
ントに送付。

↑商談会にかかるプレスリリースを当
局とネクスコ西日本の双方から実施。

西日本SHDも交えて本番さながらの
会議システムの体験のほか、当日の
役割分担など詳細な打合せも実施。



オンライン商談会当日の模様

商談会を円滑に進めるための工夫（事務局の役割分担等）

使用機器：財務局LAN端末（業務用PC)

ソフト：CiscoWebex meeting
（米Cisco社が開発したWeb会議システム。シスコウェベックス。）

商談会オンラインシステムの概要

第2回大商談会では、高速道路SA・PAの商業施設
（テナント）23社と、金融機関から紹介を受けた近畿管
内の事業者109社における、延べ商談件数317件の商
談をオンラインで実施することとなりました（計4日間）。

このような大規模の商談会を、これまで経験のないオンラ
インシステムを用いて実施するということで、当日の商談を
円滑に進めるために、事務局側としても、明確な役割分
担や連携体制の構築など、様々な工夫を行いました。

連絡調整 ホスト（ホスト補助）

商談時間までにオンライン会議にログイ
ンしていない事業者に対して状況の確
認を行う。また、事業者等からの緊急
問い合わせにも対応。

Web会議システム上の様々な操作が可能な商談会の司
令塔。共同ホストからの連絡・報告をもとに参加者を各商
談ブースに割り振ったり、商談開始・終了の合図など商談全
体の進行管理を行う。刻一刻と入れ替わる参加者を適切
に誘導する、重要な役割。

各商談ブースの管理担当。 担当する商談ブースに
おいて、事業者やテナントが商談時間前に入室して

いるかなどの進行管理を行うほか、商談中の
システムトラブル等についても、担当商談ブース
に自ら入室し、状況確認・処理対応を行う。

共同ホスト

西日本SHDの担当者の方
々にも、連日事務局に張り
付いていただき、主にテナン
ト側の管理を全て担ってい
ただきました。

その日の商談スケジュールを大
きな紙に印刷し、時間ごとに
参加者が入室しているかをチ
ェック。進行管理の要となる重
要な作業。

「個人名」などで商談システムに入室してきた参
加者については、どの事業者かが判別できない。

このため、事業者名を確認し、「〇〇(個人名等
)」➡ 「△△会社(事業者名)」といったように対
照表をホワイトボードに作成することで、参加状
況確認や商談ブースへの振り分け誤りを防止。

オンライン商談会の模様

オンライン形式での商談会の舵取りは初めてでしたが、無事大
きなトラブルもなく4日間の商談を終えることができました。
参加者からは「感染リスクのない環境で多くの商談の機会が
得られた」「オンラインでもスムーズに商談を実施できた」といった
声が多数聞かれるなど、今回の商談会を開催した意義が感じ
られる結果となりました。

商談1コマごとに、「商談開始」「終了５分前」「商談終了時」の
３度に分けて、ホストから各商談ブースに全体通知。実際には
このように画面中央にポップアップされます。

商談時間ごとに、商談ブースに
事業者とテナントを振り分け。

音声トラブルなどについては、
その都度、事務局が商談ブ
ースに入室し、適切に対応。

オンライン商談が初めての事
業者も多かったようですが、

皆様とても熱のこもった
商談をされていました。

商談イメージ：
① 事業者・テナント・事務局の全員が、オンライン上の一つの会場（メインミーティング）に集合

➡ 参加者が招待URLから入室できる場所。対面の商談会で例えると、商談ブースに入る前の待合室のイメージ
② メインミーティング内に参加者を振り分けることができるオンライン上の小部屋（ブレークアウトセッション）を作成

➡ ミーティング環境内に設置し、事務局の権限で参加者を振り分けることができる小部屋。商談ブースとして使用。
③ 作成した小部屋（オンライン商談ブース）にテナントと事業者を商談スケジュールに合わせて事務局が割り振り、参加者は

割り振られた商談ブースで商談を実施。



満足

38.8%

概ね満足

47.8%

どちらでもない

10.4%

やや不満 3.0%

不満 0.0%

大商談会を終えて

あなたの地域でも地方創生に関するご要望がございましたら 
下記の宛先までお問い合わせください。 
近畿財務局・総務課企画係 
06-6949-6390 
kinzaikikaku@kk.lfb-mof.go.jp 
ちほめんNEWSのバックナンバーは下記URLからご覧になれます。 
https://lfb.mof.go.jp/kinki/chiiki.html 

今回の企画は、昨年に引き続き通算２回目の企画となりましたが、感染症拡大の影響を受けて
当初予定していた時期に開催できなかっただけでなく、オンラインによる商談会という開催形式につい
ても見直しを行うこととなり、第１回目の対面形式とはまた別の趣向・視点を取り入れる必要がある
という難しい状況下で企画進行していく過程は、別企画かと思うほどの空気感の違いがありました。

しかしながら、今回このような企画を実施できたことは、今後オンラインでの商談や会議がアフターコ
ロナにおいても普及していくと予想される中で、我々主催者側だけでなく参加者の皆様方にとっても、
デジタルリテラシーの向上という面も含めて今後に活かすことができるいい機会になったのではないかと
思います。

また、今回ご参加・ご協力いただいた方々から、満足のいくイベントだったとのお声を多くいただけたこ
とは、当局としても非常に達成感を感じることができ、今後の企画へのよい原動力となりました。

今後も地域の様々なニーズに応えるべく、社会情勢を踏まえながら、当局の知見・ノウハウを発揮し
地域貢献、活性化に資する取り組みを行っていきたいと思います。

後日、新聞社から、大商談会につ
いて取材申し込みがありました。
大規模なオンライン商談会を開催す
ることとなったこれまでの経緯のほか、
参加者の反響など、様々な内容につ
いて取材いただきました。

「移動にかかる経費や時間が削減でき、遠方からでも参加しやすく、また

職場を離れる必要がないため通常業務への負担が最小限で済んだ」

「バイヤーに事前に商品を送付して試食してもらえたことで商談がスムー

ズに進められた」

「まずはオンラインで効率的に商品・会社を知ってから実店舗に伺って具

体的な話ができるため無駄がない」

「感染リスクのない環境で、多くの商談の機会が得られた」

「事前にサンプルを確認していることから、商品について具体的な要

望や改善を提案することができた」

「遠方まで出向かずに、対面と変わらないクオリティの商談ができた」

「取引先企業にとって、販路拡大は今、最大の懸念事項。今回のよう

な商談機会を設けてもらえて大変有難く、支援事業者から感謝の声も

もらっている」

「コロナ禍で売上を落としている取引先企業に対する再起支援の一助

になった」

事業者の声

テナントの声

金融機関の声

編集後記

報道関係

満足度
86.6％

商談会の満足度

（注）商談会後に回収した参加者向けアンケート結果を集計

11.9%

14.9%

19.4%

22.4%

31.3%

対面が好ましい

どちらかと言えばオンライン

どちらでも良い

オンラインが好ましい

どちらかと言えば対面

商談会開催方式の評価

37.3％

オンライン開催を好評価
する声は第2位

対面には若干劣るものの
約4割がオンライン開催を
評価している

事務局の対応についての評価

満足

29.4%

概ね満足

26.9%

普通

38.6%

やや不満 3.4%

不満 0.9%


