
 

 

 
 
おかやま信用金庫では、参加企業様の｢事業価値の向上｣に寄与し、地域経済の活性化ならびに地

方創生の一助となることを目的として、「第 21 回おかやましんきんビジネス交流会」を開催いたします。
下記の要領で参加企業様を募集いたしますので、奮ってご応募ください。 

 
記 

【開 催 日 時】 2020年 4月 23日（木） 13:00～16:30 
13:00～13:20  開会式      
13:30～16:25  個別商談会（25分×5回）、経営相談会、フリー商談会 
16:25～16:30  閉会式 

【開 催 場 所】 岡山コンベンションセンター ママカリフォーラム 
（岡山市北区駅元町 14番 1号） 

【参加形態・参加費用】 参加形態によって商談できる相手などが異なります。下表をご確認ください。 

※フリー商談会のみに参加される方は 13：30から入場可能となります。なお、フリー商談会参加募集
は 2020年 2月から開始予定です。 
【参 加 申 込】 ①｢参加申込書｣に必要事項をご記入のうえ、お取引をいただいております

当金庫の営業部店、または事務局宛にご提出ください。 
                 ②おかやま信用金庫ホームページより「企業概要票フォーマット」をダウンロ

ードしていただき、各項目をご入力のうえ e-mailにて事務局まで送付して
ください（「参加企業名簿」の貴社紹介ページのデータとなります）。 
※①、②の手続き終了後、参加申込受付が完了します。 

【申 込 期 限】 PRブース出展、個別商談会参加：2020年 1月 24日（金） 
※PRブース出展は定員（100社もしくは 100ブース）になり次第募集を終了
いたしますので、あらかじめご了承ください。 

以 上 
 
 
 
 

参加形態 参加費用 
（税込） 

PRブース 
使用 

企業概要票 
提出 

商談（相談）できる相手 
PRブース 
出展企業 

個別商談会 
参加企業 

フリー参加 
企業 相談機関 バイヤー 

企業 

PRブース出展 15,000円 
／1ブース ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

個別商談会   5,000円 × ○ ○ × × ○ ○ 

フリー商談会 無料 × × ○ × × 空きがある 
場合は可能 × 

お問い合わせ先 
おかやましんきんビジネスクラブ事務局 おかやま信用金庫 価値創造部 担当:黒原・小倉 
TEL：086-223-7672   FAX：086-226-2288   e-mail：sien@okayama.shinkin.jp 
おかやま信用金庫ホームページ URL http://www.shinkin.co.jp/okayama/ 



 
 
「第 21 回おかやましんきんビジネス交流会」は、参加企業様同士の“商談”や“連携”、相談機関との

“相談”をとおして、経営上の課題やお悩みの解決に活用いただける機会を提供します。 
 

【商談について】 
◎ 個別商談会  
参加企業様同士、またはバイヤーとの｢おかやま方式｣による個別商談（1回 25分間×5回）をおこないます。 

※｢おかやま方式｣…参加企業様からいただいた商談希望にもとづく、事前予約による「強制お見合い｣方式 

◎  フリー商談会  
PR ブース出展企業様・個別商談会参加企業様に加えて、事前にお申込みをいただいたフリー商談会参加企業

様と自由に商談していただきます。 

 

【相談について】 
◎  経営相談会  
参加企業様の経営上の課題を解決するため、目的別相談コーナーを設置します。 

 アカデミックインターミディエイトコーナー…産学官連携に関する相談コーナー（商品開発、成分分析など） 

 ビジネスバックアップコーナー…公的支援団体、民間支援団体による相談コーナー（新分野進出、経営計画

策定、販路拡大など） 

 ジョブアレンジメントコーナー…大学など学校の就職担当部署、採用・人材に関する公的支援団体などによる

相談コーナー（人材確保、人材育成など） 

 

【企画について】 
◎ SDGsゾーン、展示コーナーの設置 
持続可能な開発目標として注目されている活動であり、SDGsに関連した取組みをおこなっている企業様

の PRとあわせ SDGs啓蒙活動を目的として設置いたします。 

◎  大学シーズ PRエリアの設置 
   岡山県内の大学でおこなわれている様々な研究成果を展示していただき、参加企業様のニーズとのマッチング

機会を提供いたします。 
◎ 人手不足完全解決プロジェクト 

    昨年に引き続き「人手不足」の解消に向けた相談コーナーを設置します。あわせて「人材育成」など人材関連のサ

ービスをおこなっている企業様に出展いただくコーナーも設置し、“ヒト”に関する様々な課題解決に向けた相談・

マッチングの機会をご提供します。 

    ①ジョブアレンジメントコーナー 
大学など学校の就職担当部署、採用・人材に関する公的支援団体などに出展していただきます。 

    ②ヒューマンリソースエリア 

サービス・コンサルティングゾーンにヒューマンリソースエリアを設置し、人材に関するサービスをおこなっている

企業様に出展していただきます。 

第21回おかやましんきんビジネス交流会の開催概要 



◎ PR商品の売買 
    今回開催より会場内での売買を可能とします。なお、決済については Origami Payのみのキャッシュレ

ス限定とさせていただきます。 

  会場内での売買を希望される方で Origami に登録されていない方は以下をご参照ください。 

  ◆商品販売希望の方 

   加盟店登録が必要です。お取引いただいている営業部店にて手続き方法をご案内いたします。なお、お

申込みからご利用可能となるまでに約 2ヶ月かかりますのでお早目の手続きをお願いいたします。 

  ◆商品購入希望の方 

   Origami アプリのダウンロードが必要です。ダウンロード・登録の詳細につきましては最終ページ

「Origamiアプリのダウンロード・登録方法」をご参照ください。 
   なお、信用金庫口座を指定していただいた場合、登録からご利用可能となるまでには 2～5日かかりま

すのでお早目の登録をお願いいたします（クレジットカードを指定する場合は即利用可能）。 

＜Android用＞                   ＜iPhone用＞ 
   
 
 

【ブース出展について】 
◎  参加費用 

 ブース出展料 
     15,000円（税込）／1ブース 

 設備使用料 
        PRブースにて以下の設備が使用可能です。なお、使用をご希望される場合は事前にお申込みが必要です。 

 
 
 
 
 
 

 
※一般的な目安としてパソコン、プリンター各 1台で 200ワット程度の電力となります。沸騰ポットやトースター、
ホットプレート、IH調理器などは 200ワットを大幅に超過します。電気機器の持ち込みにつきましては、必
ず事前にワット数のご確認をお願いいたします。 

◎  PRブースの使用 
 テーブル 1台、イス 4脚、標準電源コンセント（200ワットまで）が設置されます。なお、テーブル・イスの追加使
用はお受けできませんので、お手数ですが各自でご用意ください。 

 自社ブースをはみ出しての展示などはお客様の通行の妨げとなるため、ご遠慮ください。 
 ブース設置場所の指定はできません。ただし、企業間連携による商品の発表などの理由で、他企業様との併
設を希望される場合は、事務局までご相談ください。 

 背面および側面のパーティションに自社ポスターなどの掲示が可能です。なお、貼り付けは画鋲を使用願いま
す（テープ類は使用できません）。 

 水道・ガス設備や裸火の使用、また大きな音や臭気を発するものなどの持ち込みはできません。 
 

設備使用  使用料（税込） 

有線 LANの使用   3,000円 

200ワットを超える電力の使用   3,000円 

200ボルト電源の使用   5,000円 



◎ ブースイメージ図 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ご不明の点につきましては、以下の事務局までお問い合わせください。 

 

 

項  目 サイズ 項  目 サイズ 

ブース 横幅 225cm 仕切り 縦幅 90cm 

ブース 奥行 225cm 机 横幅 180cm 

ブース 高さ 215cm 机 縦幅 60cm 

お問い合わせ先 

おかやましんきんビジネスクラブ事務局  おかやま信用金庫 価値創造部 担当:黒原・小倉 

TEL：086-223-7672     FAX：086-226-2288     e-mail：sien@okayama.shinkin.jp 
おかやま信用金庫ホームページ URL   http://www.shinkin.co.jp/okayama/ 

机 横幅 

180cm 

机 縦幅 

60cm 

ブース横幅 

225cm 
仕切り縦幅 

90cm 

ブース奥行 

225cm 

以下の設備などを希望される方は事前にお申込みください。 
・有線 LAN接続 有線 LAN接続料金 3,000円（税込） 
・200ワットを超過する電力の使用 200ワット超電力使用料金 3,000円（税込） 
 ※事前に使用ワット数をお知らせください 
・200ボルト電源の使用 200ボルト電源の使用料金 5,000円（税込） 

標準電源コンセント（200 ワットまで）は

標準設置しております。 



Origamiアプリのダウンロード・登録方法 ［ iPhone ］ 

右のQRコードを読み込む、
もしくは［ App Store ］のアイコンを押し、
検索欄に［ Origami ］と入力する。
［ Origami ］アプリをダウンロードする。
※アプリをダウンロードする際には、Apple IDが必要になります。

1 アプリのダウンロード 2 初回ログイン

入力した電話番号に
ショートメッセージで届いた
4桁の認証コードをアプリに入力。

4 SMS認証

7 クレジットカードを
登録する場合

3 メールアドレスと 
電話番号を登録

氏名を入力し、［ お支払いに進む ］を押す。
※漢字、アルファベットどちらでも入力が可能です。

5 氏名登録 6 銀行口座を
登録する場合

インターネット接続が必要です。
Wi-Fi / 3G / 4G / LTEマークの
いずれかに接続してください。

お客様のお支払い方法は2つあります。
①店頭QRコードをスキャンする
②バーコードを掲示する

※フリーWi-Fiを利用している場合、
お支払いいただけない場合がございます。

8 支払い準備

Origami

App Storeの
アイコン 

Origamiの
アイコン 
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本人認証の為に
［ メールアドレス ］と
［ 電話番号 ］を入力。

ホーム画面から
［ Origami ］のアイコンを押し、
［ Origamiの利用を開始する ］を押す。

ホーム画面から［銀行口座とカード］を押し、
［クレジットカード/デビットカードを登録する］
を押す。

お手持ちのクレジットカードの情報を登録。
 MM/YY・・・・・クレジットカードの有効期限
CVCコード・・・セキュリティコード
（カード裏面の署名欄上にある3桁の数字）
※クレジットカードはVISA、MasterCard、
セゾンカードに対応しています。

ホーム画面から
［ウォレット］を押し、
［金融機関口座を登録する］を押す。

使用する銀行口座の情報を登録します。
各銀行の項目に沿って、
情報を入力してください。
※クレジットカードによるお支払いを
ご希望の場合は、❼をご確認ください。



Origamiアプリのダウンロード・登録方法 ［ Android ］ 

右のQRコードを読み込む、
もしくは［ Playストア ］のアイコンを押し、
検索欄に［ Origami ］と入力する。
［ Origami ］アプリをダウンロードする。

1 アプリのダウンロード
ホーム画面から
［ Origami ］のアイコンをタップし
［ ログイン ］を押す。

2 初回ログイン

入力した電話番号に
ショートメッセージで届いた
4桁の認証コードをアプリに入力。
※Android端末の場合、コードの入力が
自動で行われる場合があります。

4 SMS認証

お手持ちのクレジットカードを登録し、
［ クレジットカードを登録する ］ を押す。 
MM/YY・・・・・クレジットカードの有効期限
CVCコード・・・セキュリティコード
（カード裏面の署名欄上にある3桁の数字）
※クレジットカードはVISA、MasterCard、
セゾンカードに対応しています。

7 クレジットカードを
登録する場合

本人認証の為に
［ メールアドレス ］と
［ 電話番号 ］を入力。

3 メールアドレスと 
電話番号を登録

氏名を入力し、［ お支払いに進む ］を押す。
※漢字、アルファベットどちらでも入力が可能です。

5 氏名登録

Origami

Playストアの
アイコン 

Origamiの
アイコン 

インターネット接続が必要です。
Wi-Fi / 3G / 4G / LTEマークの
いずれかに接続してください。

お客様のお支払い方法は2つあります。
①店頭QRコードをスキャンする
②バーコードを掲示する

※フリーWi-Fiを利用している場合、
お支払いいただけない場合がございます。

8 支払い準備

6 銀行口座を
登録する場合

ホーム画面から
［ウォレット］を押し、
［金融機関口座を登録する］を押す。

使用する銀行口座の情報を登録します。
各銀行の項目に沿って、
情報を入力してください。
※クレジットカードによるお支払いを
ご希望の場合は、❼をご確認ください。
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