
 

岡山の元気がここに集合！  

第 13回岡山県しんきん合同ビジネス交流会 開催のご案内 
  

開催日時:平成 29年 9月 13日（水） 10:00～16:00 

開催場所:コンベックス岡山 大・中・小展示場（岡山市北区大内田 675） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13回岡山県しんきん合同ビジネス交流会の開催概要 

１．個 別 商 談 会  （10:30～12:05…1回目 10:30～、2回目 11:05～、3回目 11:40～） 

出展企業様間で事前に組み合わせをおこなう｢おかやま方式｣による個別商談会を開催いたします。 

（事前予約による「強制お見合い」方式、1回 25分間×3回） 

２．フリー商談会  （13:00～15:55） 

出展企業様に加えて事前に参加お申込みをいただいた入場者と自由に商談いただくセミ・オープン

方式のフリー商談会を開催いたします。 

３．経 営 相 談 会  （10:30～12:05、13:00～15:55） 

参加企業様の経営上の問題点等を解決するため以下の目的別相談コーナーを設置いたします。 

相談の目的  相談コーナー名 

産学官連携に関する相談 ⇒ アカデミックインターミディエイトコーナー 

公的支援団体による相談 ⇒ オフィシャルサービスコーナー 

海外進出に関する相談 ⇒ グローバルビジネスコーナー 

人材に関する相談 ⇒ ジョブアレンジメントコーナー 

民間支援団体による相談 ⇒ ビジネスバックアップコーナー 
 

今回の特色について 
１.「地方創生発信ゾーン」の設置 

地域活性化・地方創生の一助となることを目的として、全国に向けたブランド展開や販路拡大を目

指す企業様を中心に「岡山発」「岡山ならでは」をキーワードとした事業展開に取組む企業様を紹

介する「地方創生発信ゾーン」を設置いたします。 

２．経営に役立つセミナーの開催 
 大展示場メインステージにて、午後から以下のセミナーを開催します。 

開催時間 セミナーテーマ 講   師 

12:30～13:30 補助金活用セミナー 
岡山県よろず支援拠点チーフコーディネーター 

鈴鹿 和彦氏 

13:40～14:40 
売れるヒット商品の 

つくり方セミナー 

奥谷商売研究所  

代表 奥谷 敦子氏 

14:50～15:20 経営革新セミナー 
(公財)岡山県産業振興財団 経営支援部  

中小企業支援課 コーディネーター 木野内 俊典氏 

※聴講につきまして事前予約の必要はありません。 

３．わが社の“新作”展示コーナーの設置 
出展企業様が独自の技術、ノウハウで創り出した新商品を広くＰＲすることを通じて、当該商品の

認知度向上、販路拡大に繋げることを目的に、「わが社の新作」展示発表コーナーを設置いたしま

す。なお新作とは、原則として、直近 2年以内に開発されたものとします。 

◎ 岡山県を中心に、全国から参加される幅広い業種の企業様同士により、ビジネス交流・商談を積極的に

進めていただく催しです。 

◎ 参加する企業様は、県内 8 信用金庫をはじめとした全国の信用金庫、（株）日本政策金融公庫、（公財）

岡山県産業振興財団のお取引先様が中心であり、経営者や営業、購買および製品開発等の第一線で責

任ある地位の皆様にお集まりいただくため、中身の濃い商談が可能です。 

◎ 約５００社（予定）のブース出展企業様・相談機関様・バイヤー企業様による個別商談・相談に加えて、フ

リー商談会ではブース出展以外の企業様の入場も可能とし、より幅広いビジネスマッチングをご提供いた

します。 



４．ビジネスコンテスト 
自社製品、サービスなどのＰＲならびにビジネスモデルなどを競っていただくビジネスコンテスト

を開催し、上位 3社を表彰いたします。 

（１）ビジネスコンテストへのエントリー 

出展企業様の内、コンテスト参加希望企業様を対象といたします。なお、別途「ビジネスコンテ

スト応募票」の提出が必要です。 

（２）審査方法 

①一次審査（事前審査）・・・書類審査（6月上旬～7月上旬） 

審査項目 

事業内容がうまくＰＲされているか 

ビジネスモデル、自社製品、サービスをアピール出来ているか 

ターゲットとする市場と自社製品、サービスがマッチしているか 

※ 商品パンフレットなどの資料をご提出いただく場合は、「ビジネスコンテスト応募票」と同

時にご提出ください。なお資料は 6部ご用意願います。 

※ 一次審査の結果については、7月末までにご連絡いたします。 

②二次審査（交流会当日審査）・・・審査員がブースを訪問して審査 

審査項目 審査内容 

プロモーション 

ブース展示の演出状況 

商品デザイン、パンフレットデザイン 

五感に与えるインパクトなど 

ビジネスモデル 

商品・サービスの収益性、汎用性 

地域特性・地元産物の活用に対する取組み 

環境に対する配慮 

ビジネスプランの進捗状況 

オリジナリティ 
商品・サービスの独自性、新規性 

同業者に対する優位性 

※ 二次審査に進出される企業様は最大 10社とさせていただきます。 

※ コンテストにおけるプレゼンテーションはおこないません。 

③入賞企業の発表および表彰式 

評価点の上位 3社(最優秀賞 1社、優秀賞 2社)の表彰式は、大展示場メインステージにおいて、

閉会式前におこないます。 

※ 入賞企業は本交流会のホームページなどで公表いたします。 
 

参加お申込みについて 
 

本交流会へブース出展を希望される事業者様は、『参加申込書』をお取引いただいている信

用金庫の営業部店、（株)日本政策金融公庫、（公財）岡山県産業振興財団のいずれか（以下、

お申込み機関と称します）にご提出ください。あわせて自社の事業内容やセールスポイントなどを

記載した『企業概要票』を各自で作成のうえ、e-mailにて岡山県しんきん合同ビジネス交

流会事務局宛にご提出ください。『参加申込書』と『企業概要票』の両方を事務局が受領し

た時点で、お申込みが完了となります。 

お申込み締め切り日：平成 29年 4月 28日（金） 
「企業概要票」とは… 

出展企業様同士の事前予約による「強制お見合い」方式の商談をおこなう上で、“釣り書”に

代わる企業の自己紹介を記載した資料です。またこの企業概要票を基に参加企業名簿を作成い

たしますので、必ず締め切り日までにご提出ください。 

「企業概要票」は、各お申込み機関または本交流会のホームページからダウンロードいただけ

ます。 

※ 本交流会のホームページ URLならびに事務局の e-mailアドレスは本資料の最後に記載して

おります。 

※ 出展企業数は、先着順で 400社を予定しております。お申込みが多数となった場合は、募集

を締め切らせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 



出展料などについて 

１．ブース出展料について 
ブース 出展料 特記事項 

基本ブース 15,000円 約 5㎡ 

複数ブース 15,000円×希望ブース数 約 5㎡×ブース数 

屋外展示ブース 15,000円 約 10㎡、テント付 

※ 屋外展示ブースのみの利用はできません。基本ブースなどの会場内ブースをお申込みいただい

たうえで、屋外展示ブースを追加でお申込みください。 

【基本ブース イメージ図】 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．設備使用料について 

下表に該当する電源および有線ＬＡＮの使用は、事前にお申込みが必要です。 

設  備  種  類 使 用 料 金 

電力 200ワット超～2,000 ワット未満 3,000円 

電力 2,000ワット以上、その他特殊電源の使用 別途相談 

電圧 200ボルト電源の使用 5,000円 

有線ＬＡＮの使用 10,000 円 

３．キャンセル料について 
「参加申込書」提出後のキャンセルは、原則ご遠慮願います。やむを得ずキャンセルをされる方は  

キャンセル料が発生する場合がございます。詳しくは出展規約をご覧ください。 
４．各企画への参加方法 

「参加申込書」の“企画への参加”各欄でご指定ください。なお、参加される企画によっては別途

書類を提出いただく場合がございます。ご不明の点につきましては、各お申込み機関または岡山県

しんきん合同ビジネス交流会実行委員会事務局までお問い合わせください。 

５．交流会出展企業向け事前セミナーの開催について 

本交流会をより効率良く活用いただくために、出展企業向け事前セミナーを平成 29 年 7 月に開催

いたします。詳細な日程、開催内容については決定次第ご連絡いたします。 

 

ご使用いただける区画はこの線内となります。 

極端にはみ出しての展示はご遠慮願います。 

商談相手 商談相手 

 

 

 

基本ブースの仕様 

・ブース幅   225cm 

・ブース高さ  215cm 

・奥行き幅     225cm 

・隣ブースとの仕切り幅 

         90cm 

標準設備 

・テーブル 

（180cm×60cm）   1本 

・イス      4脚 

・電源コンセント 2口 

（上限 200ワットまで） 

 

※テーブル・イスの追加は

各自でご用意ください。 

※200ワット超や 200ボル

トの電源や有線ＬＡＮの

使用等は別途料金が必要

です。 

 

貴  社貴  社 

 

有線ＬＡＮ接続を希望される方は、

別途お申込みが必要です。 



注意事項 

▪ 本交流会は皆様のビジネスチャンスを広げる交流の場として開催いたしますが、実際のお取引につ

いては参加企業様の自己責任において進めていただきますようお願いいたします。 

▪ 交流会当日は、なるべく商談対応が可能な方 2名以上で参加いただき、他社のブースに出向く際も、

貴社のブースにお越しになる方のために 1名は常駐いただきますようご配慮ください。 

▪ 会場内の様子を撮影し、本交流会のホームページなどに掲載する場合がございますので、あらかじ

めご了承ください。なお写真の肖像権は岡山県しんきん合同ビジネス交流会実行委員会に帰属する

ものといたします。 

▪ ブース位置の指定は、企業様間の連携により併設を希望される場合を除き、原則お断りします。 

▪ 大型商品などの展示をご希望の方は、複数ブースで出展いただくか、屋外展示場をご利用ください。 

▪ 展示会場内での物品販売は、主催者が認めた場合を除き、原則禁止といたします。 

▪ 会場内でのアルコール類の提供はご遠慮ください。 

 

第 12回岡山県しんきん合同ビジネス交流会の開催実績について 

１．第 12 回開催の実績について（平成 28年 9月 14 日開催） 
ブース出展参加者 1,200名、一般参加者 2,500名、スタッフ 200名、総来場者 3,900名 

ブース出展 425社、相談・協賛機関など 55機関、バイヤー企業 50社、参加企業合計 530社 

過去最大規模の開催となりました。 

２．第 12 回開催の商談実績 
ブース出展 425社に対し、商談成約件数 170件、商談成約社数 107社 

成約社数率 25.2％、成約のあった企業の平均成約件数 1.6件 

※ブース出展企業の実績のみを調査しました。 

  成約件数・・・ビジネス交流会に起因して成約となった商談の件数 

  成約社数・・・ビジネス交流会に起因して成約となった参加企業の社数 

                    【岡山県しんきん合同ビジネス交流会実行委員会調査】 

以 上 

 

 

 

お問い合わせ先 
岡山県しんきん合同ビジネス交流会実行委員会  
事務局 備北信用金庫 業務推進部  
TEL：0866-22-2192 FAX：0866-22-7533     
e-mail：s1740002@facetoface.ne.jp 
ホームページ URL http：//www.shinkin-business.jp/ 


