
KCCI News Release 平成 30年 8月 31日（金） 正午発表 

「2019 ひょうご・神戸合同商品展示会」 
出展企業の募集について 

～新商品・売れ筋商品を大手バイヤー企業等に提案する機会を提供！～ 

 

当商工会議所は、地元中小企業の販路開拓支援を目的に「2019 ひょうご・神戸合同商品展示会」を

開催する。 

本展示会は、兵庫県内の中小企業を対象に、バイヤー企業へ直接商品ＰＲする機会を安価に提供す

るもので、10月 19日まで 90社の出展企業を募集する。 
  

１．開催概要・募集内容 

    日  時：平成 31年 1月 17日（木）午前 11時～午後 4時 

    場  所：神戸サンボーホール 1階大展示場（神戸市中央区浜辺通 5-1-32） 

    対  象：生活関連商材を取り扱う兵庫県内のメーカー・卸売事業者 

    定    員：90社（定員に達し次第締切） 

    出展費用：神戸商工会議所・兵庫県内商工会議所会員 5,400円（税込） 

             兵庫県内商工会会員 10,800円（税込） 

             上記以外の兵庫県内の事業所 32,400円 （税込） 

    申込締切：平成 30年 10月 19日（金） 
   

 

 

 

 

 

２．事業の特長 

   （１）兵庫県内中小企業に直接バイヤー企業へ商品 PRできる機会を安価に提供 

      一般的に中小企業は新商品を開発しても、大手小売バイヤー等に PRする機会は限られる。 

   そこで、安価な出展料で県内中小企業に商品 PRの機会を提供するとともに、バイヤー企業に来 

   場を幅広く呼び掛けて、双方のマッチングを図る。 
 
 

 （２）バイヤー企業の関心が高い「インバウンド商材ゾーン」を新たに設置 

     従来の「衣・食・住」に加えて、今回は、増加する訪日外国人をターゲットにした商材を展 

  示・ＰＲする「インバウンド商材ゾーン」を設置。バイヤー企業から関心の高いインバウンド向 

  け商材を持つ地元中小企業をピックアップして紹介する。 
 
 

 （３）展示会出展経験の少ない出展企業を対象に、無料対策セミナーを開催 

    これまで展示会への出展経験の少ない企業等を対象に、展示会を有効に活用するポイント等に 

 ついて学ぶ無料セミナーを 11月に開催し、成果を高めるためのサポートを行う。 

 

添付資料：「2019 ひょうご・神戸合同商品展示会」出展企業募集パンフレット 
  

以  上 

【本件担当】神戸商工会議所 経営支援センター 片山・竹下 

  TEL：078-367-2010 E-mail：shodan@kobe-cci.or.jp 

【前回開催実績（平成 30年 1月 17日）】 

 ・出展企業数：90社  

  ・来場者数：450名（商社、スーパー、百貨店、外食、宿泊施設、SA・PA、通販、職域販売など 

            幅広い業種のバイヤーが来場） 

 ・名刺交換・商談件数：1,850件 

 ・来場バイヤーの 7割以上が「取引が見込めそうな企業があった」と回答。 



主催：神戸商工会議所 共催：兵庫県商工会議所連合会

～新商品や売れ筋商品をバイヤーに売り込むチャンス！～

日 時：平成31年1月17日（木）11時～16時
場 所：神戸サンボーホール1階「大展示場」

申込締切：平成30年10月19日（金）まで

衣・食・住に加えて

「インバウンド商材
ゾーン」を設置！

平成30年度兵庫県地域活力増進事業



★本展示会の特長★

開催実績（前回：H30/1/17）

日 時：平成31年1月17日（木）11時～16時
場 所：神戸サンボーホール1階「大展示場」
出展料：兵庫県内商工会議所会員事業所 5,400円

兵庫県内商工会会員事業所 10,800円
上記以外の兵庫県内事業所 32,400円

対 象：衣・食・住の生活関連商材を取り扱う
兵庫県内のメーカー・卸売事業者

注意事項：会場では、電気を用いた調理のみ可能です。ガス・裸火は使用できません。
定 員：90社（定員に達し次第、締め切ります）
申込締切：平成30年10月19日（金）まで
ブース概要：1社あたり1ブースを提供。
【ブース内容】
・ブースサイズ（奥行約190cm×幅約180cm）
・パネル（幅180cm×高さ180cm）
・長机（縦60cm×横150cm、縦45cm×横180cm）各1本
・白布
・社名表示看板
・1社あたり最大1.5kwまでの電気容量をご用意します
（希望企業のみ）

※各出展企業の情報を来場者募集のチラシ並びに当日の来場者に配布する「出展企業
ガイドブック」に記載し周知します。

① 大手バイヤー企業が多数来場！ 直接バイヤーに新商品や売れ筋商品を売り
込める！

② 小規模企業様の出展も大歓迎！格安な出展料で自社ブースを出展できる！
（県内商工会議所会員：5,400円、県内商工会会員：10,800円）

③ 出展企業同士の交流を通じ、情報収集や新商品開発にも役立つ！

【来場バイヤーの業種】
商社、小売（スーパー・百貨店・専門店）、外食、宿泊施設、SA・PA、通販、
職域販売、サービス、メーカー など

◎インバウンド商材ゾーンについて◎
通常の「衣・食・住」の各展示ゾーンに加え、今回は特別展示ゾーンとして「インバウ
ンド商材ゾーン」を設置。バイヤー企業に対して、特に訪日外国人向けに提案できる商
材を持つ企業が出展するゾーンとしてチラシ等にて案内を行います。
本ゾーンに出展を希望される方は、申込書の該当欄に必要事項を記入してお申込くだ
さい。（出展商品例：抹茶や日本酒を使用している、ハラール対応、外国語のパッ
ケージを用意している商品等）
※出展希望企業多数の場合には、主催者による選考を行います。

来場者数：450名

募集内容

＜過去にご出展頂いた企業様へのお願い＞
売れ筋商品に加えて新商品を展示するなど、
可能な限り過去出展時に展示した商品とは
異なる商品の展示をお願い致します。

（消費税込）

神戸市中央区浜辺通5-1-32
（各線三宮駅から徒歩約10分）



出展規定

【お問合せ先】
神戸商工会議所経営支援センター（担当：片山・竹下）
〒650-0044神戸市中央区東川崎町1-8-4神戸市産業振興センター 6階

📞078-367-2010 ✉shodan@kobe-cci.or.jp

・趣旨にそぐわない商品と判断した場合、出展をお断り
する場合がございます。
・ブース配置については、出展分野・内容・会場構成等
を勘案して、主催者が決定いたします。
ご希望には添えませんので予めご了承ください。
・受け付けたブースを主催者の承諾なしに譲渡または
貸与することはできません。

出展受付とブース配置

・出展受付後の出展内容変更・取り消しについては、す
べてメールまたはFAXにてご連絡ください。
・出展受付後のキャンセルについては、以下のとおり
キャンセル料を請求いたします。
開催2ヶ月前まで・・・出展料の50％
それ以降・・・・・出展料全額
・出展申込書に虚偽の記載が認められた場合や、出展
規定に違反した場合など、出展を取り消す場合がござ
います。その場合、出展料等は返金しません。

・出展申込受付後、メールもしくはFAXにて振込先口座
をお知らせしますので、出展料をお振込みください。
なお、その際にかかる振込手数料は各自でご負担く
ださい。
・出展料は平成30年11月2日（金）までにお振込みくださ
い。入金が確認できない場合、出展を取り消すことが
ありますので、あらかじめご了承願います。

出展の変更・取り消し

出展料の請求と支払い 禁止事項
展示会場においては以下の行為を禁止いたします。
・ブース場所以外での過度なPR活動
・主催者や他の出展企業への迷惑行為
・危険物の持ち込み
・物販（その場での販売はお控えください。）
・ガスや裸火を使用した調理行為全般
※電気は可。試食・試飲も可能です。

補 償 その他
・出展企業が主催者の設備・展示場の設備および人身
などに損害を与えた場合、その補償は出展企業の責
となります。
・主催者は、出展ブース内での事故、出展物の損害・
盗難等に関する責任は負いません。必要に応じて、
損害保険にご加入ください。
・本展示会を契機に発生した取引等に関するトラブル・
損害について、当商工会議所は一切責任を負いか
ねますので、ご了承ください。
・試食や試飲を行う場合には、必ずPL保険にご加入く
ださい。

・展示会での展示・運営については、後日「出展企業
マニュアル」を発行し、お知らせいたします。
・主催者は展示会の円滑な管理を進めるため、本規
定以外にも補足的な規定を設ける場合がございま
す。
・天災その他の不可抗力により、展示会が開催できな
い場合、主催者は出展料について、必要経費を控
除したうえで出展企業に返却いたします。
・展示会当日は、展示会場の様子をカメラで撮影させ
ていただき、当商工会議所の広報活動に使用する
場合がございますので、予めご了承願います。

出展申込

裏面「出展申込書」に必要
事項をご記入のうえ、ファ
クシミリでお送りください。

（10月19日〆切）

出展費用のお振込み

申込受付後、振込先口座をメール
でお知らせいたします。期日【11月
2日（金）】までにお振込みください。
振込手数料はご負担願います。

展示会セミナーの開催

展示会を有効に活用するポイン
トについて学ぶセミナーを開催
いたします。参加は任意ですが、
展示会に初めて参加される方は

ぜひご参加ください。
※詳細は後日ご案内致します。

■日程：平成30年11月頃
■場所：神戸市産業振興セン

ター会議室
■内容：展示会のポイントと販

路開拓への活用方法
■参加費：無料

展示準備

前日または当日開場までに、準備
完了いただくようお願いいたします。
（当日の朝は会場が込み合います
ので、前日の準備をお勧めします）

展示会当日

申込から出展までの流れ



2019 ひょうご・神戸合同商品展示会 出展申込書

事業所名 ※非会員の方

□入会を希望する

（年会費や加入手続きなどについて
担当者よりご連絡させて頂きます）所在地

〒

ご担当者 所属・役職 氏名

ご連絡先
TEL FAX

E-mail @

会員登録

いずれかに☑を入れてください

□神戸商工会議所 □（ ）商工会議所 □（ ）商工会
□ 兵庫県内いずれの商工会議所・商工会にも会員登録していない

神戸以外の兵庫県内の商工会議所・商工会に登録されている場合は、カッコ内に所属して
いる商工会議所・商工会名をご記入ください。

ホームページ
□あり （http:// ）
□なし

展示分野

いずれか1つに☑を入れてください。

□衣 □食 □住

□インバウンド商材ゾーンへの出展を希望する
今回、「インバウンド商材ゾーン」を設置し、バイヤーにご紹介させて頂く予定です。同ゾーン
に出展を希望される場合は、☑を入れてください。なお、衣・食・住のジャンルは問いません。

試食 □あり □なし

PL保険への
加入状況

（試食ありと答えた方
のみ）

□加入済み □加入していない
※「加入していない」に☑をされた方は、必ず展示会当日までにPL保険へご加入ください。
※商工会議所では、中小企業向けのPL保険を取り扱っております。お気軽にお問い合わせ
ください。

展示商品

※過去に出展された企業様は、可能な限り過去出展時に展示した商品と異なる商品を展示してください。

神戸商工会議所経営支援センター行 FAX：078-371-3390

※ご記入いただいた情報につきましては、本事業の実施のために使用するほか、当商工会議所からの各種連絡・情報提供等に使用させていただきます。
※中面「出展規定」を了承したものとみなしますので、必ず事前にご確認ください。


