
KCCI News Release 令和元年 8月 26日（月） 正午発表 

「2020 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「2020 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 18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：令和 2年 1月 15日（水）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：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 

  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 5,500円（税込） 

           兵庫県内商工会会員 11,000円（税込） 

           上記以外の兵庫県内の事業所 33,000円 （税込） 

  申込締切：令和元年 10 月 18 日（金） ※神戸商工会議所ビジネスマッチングサイト（https://kobe-bizmatch.jp/）にて申込受付  
   

 

 

 

 

２．事業の特長 

（１）安価な出展費用で兵庫県内中小企業が直接バイヤー企業へ商品を PRできる 

中小企業が大規模展示会等へ出展することは、高額な出展費用や人的負担の面でハードルが高く、

また、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へ PRする機会は限られる。 

本展示会は、安価な出展料で出展することが可能であるとともに、商工会議所を通じて多くの大

手バイヤーへ来場を呼び掛けることで、県内中小企業が大手バイヤーに対して直接商品 PR 行い、

新たなビジネスを創出できる場となる。 
 

（２）バイヤー企業の関心が高い「スポーツ関連商材ゾーン」を新たに設置 

展示商品により「衣」「食」「住」のゾーンを設置することに加えて、今回は、2019 年のラグ

ビーワールドカップや 2020 年東京オリンピックなど、国内で開催される国際的スポーツイベント

により関心が高まるスポーツ関連商品をアピールする特設ゾーン「スポーツ関連商材ゾーン」を新

たに設置する。 

「スポーツ関連商材ゾーン」では、スポーツ関連衣料や栄養ドリンク・健康食品、トレーニン

グ・美容健康器具などの商品を持つ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サポートする、無料対策セミナーを開催 

展示会への出展経験が少ない企業等をサポートするため、展示会を有効に活用するためのテクニ

ックを学ぶ、無料セミナーを 12月に開催し、出展企業の成果を高める。 

 

添付資料：「2020 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 常深・竹下 

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

【前回開催実績（平成 31年 1月 17日）】 

 ・出展企業数：88社  

  ・来場者数：400 名（商社、百貨店、スーパー、外食、観光・宿泊施設、通販、職域販売、SA・PA

など幅広い業種のバイヤーが来場） 

 ・名刺交換・商談件数：1,830件 

 ・来場バイヤーの 75%以上が「取引が見込めそうな企業があった」と回答。 

https://kobe-bizmatch.jp/


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：令和２年1月1５日（水）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：令和元年10月18日（金）まで

衣・食・住に加えて

スポーツ関連商材
ゾーンを設置！

兵庫県地域活力増進事業

右記のURLもしくは二次元コードからお申込ください！

URLもしくは二次元コードより申込フォームにアクセスの上、
エントリーを行ってください。申込締切：10月18日（金）

神戸商工会議所 ビジネスマッチング  

[問合せ先] 

神戸商工会議所 経営支援センター（担当：常深・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6F

 078-367-2010 ✉shodan@kobe-cci.or.jp

 検索

【出展受付とブース配置】 【出展の変更・取り消し】

・出展申し込みは、神戸商工会議所ビジネスマッチン
グサイト（ https://kobe-bizmatch.jp/ ）にて受け付
け致します。
・本展示会の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は以下のとおりキャンセ
ル料を請求いたします。
（１）11月1日以前・・・無料
（２）11月2日～11月30日・・・出展料の50%
（３）12月1日以降・・・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、出展料等は返金致しま
せん。

【出展料の請求と支払い】 【禁止事項】

・出展申込受付後、メールもしくはFAXにて振込先口
座をお知らせ致します。
令和元年11月8日（金）までにお振込ください。
（振込手数料は出展者にてご負担願います。）
・なお、別途請求書が必要な場合には、事務局まで
ご連絡をお願い致します。
・指定日までに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、ご注意ください。

・展示会場では以下の行為を禁止いたします。
・自社ブース範囲外での過度な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
・物販行為（会場内での販売行為は禁止します）
・火気（ガス、裸火等）を使用した調理行為
※電気調理器具の使用は可能
※試食・試飲は可能

【補 償】 【その他】

・出展企業が設備および人身等へ損害を与えた場合、
その補償は損害を与えた出展企業が責任を負うも
のとし、主催者は一切の責任を負いません。
※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。

・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
ルや損害について、当商工会議所は一切責任を負
いません。

・展示会での展示・運営に関する詳細は、別途「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
定に追加して、新たな規定を設ける場合があります。
・天災その他の事情により、展示会の開催が中止と
なった場合、主催者は納入済の出展料を、必要経
費を控除し、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。

出展規定



「ひょうご・神戸合同商品展示会」参加の★４つのメリット★
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：5,500円、県内商工会会員：11,000円）

③展示会への出展経験が無くても安心！
“事前の「展示会対策セミナー」など、充実のサポート体制！”

④ 出展企業同士やバイヤーとの情報交換ができる！
“業界のトレンド情報収集や新商品の開発にも役立つ！”

開催実績（前回：H31/1/17）
【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

募集内容

◆日 時：令和2年1月15日（水）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 5,500円
兵庫県内商工会会員事業所 11,000円
上記以外の兵庫県内事業所 33,000円
（金額は全て税込みです）

対 象：衣・食・住の生活関連商材やスポーツ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、締め切ります）

◆申込締切：令和元年10月18日（金）まで
出展ブース概要：（1社1ブースの提供となります）
【ブース仕様】
・サイズ（奥行約190cm×幅約180cm）
・背面パネル（幅180cm×高さ180cm）
※側面の仕切りパネルはありません
・長机 ２脚
（通路面：縦60cm×横150cm、背面：縦45cm×横180cm）各1脚
・白布
・社名表示看板
・電気コンセントタップ
（1社あたり最大1.5kwまで ※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。

＜過去にご出展頂いた企業へのお願い＞
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。

来場者数
約400名

申込みから出展までの流れ

STEP １.出展申し込み
神戸商工会議所ビジネスマッチングサイト内（ https://kobe-bizmatch.jp/ ） 、「ひょうご・神戸合同
商品展示会2020」ページの詳細をご確認いただき、申込みフォームに必要事項をご入力の上、お
申込ください。（申込締切：１０月１８日（金））

STEP ２.出展費用のご請求・お支払い
申込み受付後、出展費用の振込先口座をメールもしくはFAXにてお知らせいたしますので、銀行振
込にてお支払いください。（お支払い期日：１１月８日（金））
※請求書が必要な場合は、発行致しますので、主催者までご連絡ください。

STEP ３. 「展示会対策セミナー」にご参加 （希望者のみ）

本展示会を有効に活用するためのポイントをお伝えする「展示会対策セミナー」を開催します。
①出展ブースの装飾②展示会での集客③バイヤーとの商談テクニック
などを情報提供致しますので、展示会への出展経験の有無を問わず、ご参加ください。

◆日 時：令和元年12月9日（月） 14:00～16:00
◆場 所：神戸商工会議所産業振興センター9階「901会議室」
◆講 師：中小企業庁兵庫県よろず支援拠点コーディネーター 細谷 佳史 氏、田中 秀和 氏
◆申込み： 【後日ご案内】神戸商工会議所ビジネスマッチングサイトよりお申込ください

STEP ４.出展準備
各社でブース装飾や出展商品の準備をすすめていただき、前日～当日開会時間までに、展示会場内、
自社ブースの準備を行ってください。
（当日の朝は会場が込み合いますので、前日の準備がお勧めです。）

STEP ５.展示会当日
来場されたバイヤーに積極的に自社商品をPRし、今後のビジネス商談・見積に繋げてください。
※展示会終了後に、アンケート調査を行いますのでご協力をお願いします。

「スポーツ関連商材」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、
「スポーツ関連商材ゾーン」を設置します。日本で開催される国際的スポーツイベントと関連づけて、
バイヤー企業に自社商品をPRするチャンスとなりますので、下記関連商材をお取り扱いの企業は是
非、スポーツ関連商材ゾーンへご出展ください。

≪スポーツ関連商材ゾーンへの出展商品例≫
・スポーツウェア、シューズなどの衣類やアクセサリー、ウェアラブル機器
・栄養ドリンクや健康食品など、スポーツ・ヘルスケア関連の商品
・トレーニンググッズや美容・健康器具などの運動用具 など

≪スポーツ関連商材ゾーンへの出展申し込み方法≫
ウェブサイトよりお申込時、展示分野の出展希望欄のうち「特設展示ゾーン」を選択してください
※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。


