
札幌市長　宛　

①参加者（非公開情報）

〒

※ご記入いただいた個人情報は、本事業の実施・運営及び札幌市からの各種情報提供にのみご利用いたします。

　※定員に達し次第締め切らせていただきます。　※複数都市への参加も可能です。

　※旭川・釧路は２日間の開催となっており、当日午後は午後から商談、翌日は午前中に商談を予定しています。

③仕入希望商品一覧（公開情報） ※食関連卸売企業のみ

　　※入力内容は、売手企業の募集等で公開しますので、公開可能な内容を分かりやすい表現で記載して下さい。

　　※営業上の秘密などの取り扱いには十分留意し、各企業の判断・責任で記載内容を決定してください。

④売込希望商品一覧（公開情報） ※食関連卸売企業以外

　　※入力内容は、売手企業の募集等で公開しますので、公開可能な内容を分かりやすい表現で記載して下さい。

　　※営業上の秘密などの取り扱いには十分留意し、各企業の判断・責任で記載内容を決定してください。

　記載いただいた内容は売手企業募集リーフレット、当商談会ホームページ等で公開します。

②参加希望都市（参加希望都市に○を入力して下さい。）

札幌開催　【6月28日（火）、29日（金）】

旭川開催　【10月6日（木）、10月7日（金）】

・「仕入希望商品（食品）一覧（２枚目）」に希望商材情報を記載してください。

釧路開催　【11月10日（木）、11月11日（金）】

会社ＴＥＬ

Ｅ－ｍａｉｌ

ＦＡＸ

携帯ＴＥＬ

創　　業
（任意）

　　　　年　　　　　　　　　月
年　商
（任意）

百万円

担
当
者

ふりがな
部署・役職

氏名

所在地

資本金 万円 従業員数 名（うちパート　　名）

ふりがな

会社・団体名
代表者
役職・氏名

・「売込希望商品一覧（２枚目）」に売り込みを希望する商材情報を記載してください。

　記載いただいた内容は売手企業募集リーフレット、当商談会ホームページ等で公開します。

「卸売キャラバン隊商談会 in 札幌・旭川・釧路」参加申込書

※「本シート（１枚目）」及び「仕入希望商品（食品）一覧（２枚目）」又は「売込希望
商品一覧（３枚目）」の両シートの黄色の網掛け部分をもれなく入力の上、ｅメー
ルで返信して下さい
　　（アドレス：**********）

申込締切：●
/●(●)

留意事項 本商談会は出会いの場を提供するものです。商談はご自身の判断と責任でお願いします。
商品内容や商談内容に関しては、主催者側は関与できませんのでご了承ください。

ふりがな

本商談会の参加募集要項、及び下記留意事
項に同意し、参加を申し込みます。

札幌市内卸売企業

担当者

別添１



【記載について】　

　　※記載例を参考に黄色の網掛け部分に入力してください。

　　※入力内容は食品メーカーの募集等で公開しますので、公開可能な内容を分かりやすい表現で記載して下さい。

　　※営業上の秘密などの取り扱いには十分留意し、各企業の判断・責任で記載内容を決定してください。

仕 入 希 望 商 品 の 詳 細 その他の取引条件等 住所 業種、事業内容 主要販売先 ＵＲＬ

(原寸はＡ３です）

（記載例）

仕入希望商品の詳細 その他の取引条件等 住所 業種、事業内容 主要販売先 ＵＲＬ

㈱札幌一郎 飲食店向け、冷凍海老、魚介類全般。農産加工食品等の原材料、加工食品など 新規商品を特に希望
札幌市中央区北1
条西2丁目〇-〇

食品卸、自社加工製造
北海道㈱、㈱新潟、㈱東
京、四国㈱、㈱九州

http://www.〇〇

㈱札幌一郎 全国の百貨店向けの道産食品 温度帯問わず
札幌市中央区北1
条西3丁目〇-〇

食品卸、販売
北海道㈱、㈱新潟、㈱東
京、四国㈱、㈱九州

http://www.〇〇

㈱札幌一郎 フリーズドライ商品のパッケージ対応ができる製造業者
個別包パックの多量品に対応
できるところ

札幌市中央区北1
条西4丁目〇-〇

食品卸、企画販売
北海道㈱、㈱新潟、㈱東
京、四国㈱、㈱九州

http://www.〇〇

企業名
仕　　入　　希　　望　　商　　品 企　　業　　概　　要

企業名
企　　業　　概　　要

【希望する商品の詳細を入力】
・食品メーカーは、この内容を見て、貴社に商談を
申し込んできますので、分かりやすい表現で記載して
ください。

【仕入に際しての取引条件等
を入力】
・特に希望する商材
（売れ筋商品、新規商品、
開発中の商品等）

・想定販売先
・希望ロット数

【貴社の業種を入力】
・○○卸
・○○卸、販売
・○○製造卸
・○○卸、企画販売
・○○商社

【貴社の現在の
主要販売先を入力】

こんな商品を求めています！！

札幌市内卸売企業 仕入希望商品（食品）一覧
卸売キャラバン隊商談会 in 札幌・旭川・釧路

～札幌市内卸売企業と道内食品メーカーとの「事前マッチング式」商談会～

【貴社の住所を入力】
・札幌市から入力
（北海道は省略）

別添２



【記載について】　　
　　※記載例を参考に、黄色いの網掛け部分に入力して下さい。（入力欄の下に記載例がありますのでご覧ください。）
　　※入力内容は、貴社が商談を希望する道内食品メーカーのほか、全ての企業に公開しますので、公開可能な内容を分かりやすい表現で記載して下さい。
　　※営業上の秘密などの取り扱いには十分留意し、各企業の判断・責任で記載内容を決定して下さい。

売込商品・技術名 業種、事業内容 主要販売先 ＵＲＬ

商品写真、図等

商品写真、図等

商品写真、図等

商品写真、図等

※原寸はＡ３です。

（記載例）

売込商品・技術名 業種、事業内容 主要販売先 ＵＲＬ

1 ㈱札幌パッケージ 梱包資材・パッケージ
当社は、食品パッケージや梱包資材などを扱う会社です。我々がこれまで積み重ねて
きた経験・ノウハウを生かし、適切な市場分析を行い、お客様のニーズに合わせたデ
ザイン、素材などトータルでご提案が可能です。

食品梱包資材卸
北海道㈱、㈱新潟、㈱東
京、四国㈱、㈱九州

http://www.〇
〇

http://www.〇
〇

企業名

売　込　商　品　の　内　容 企　　業　　概　　要

商　品　P　R　、会　社　P　R

NO 会社・団体名

売　込　商　品　の　内　容 企　　業　　概　　要

商品PR、会社PR

「卸売キャラバン隊商談会 in 札幌・旭川・釧路
～札幌市内卸売企業と道内食品メーカーとの『事前マッチング式』商談会～市内卸売企業／売込商品一覧

【商品の概要、会社の概要を記載】
・食品メーカーの商談承諾の判断材料になりますので、
分かりやすい表現で記載してください。
・特徴・セールスポイント、効能・効果、認証歴、用途、記載してくだ
さい。

【売込商品を記載】
主力商品のほか、開発中の
商品も記載可
（開発中商品はその旨を記
載）

【貴社の業種を入力】
・○○製造
・○○加工
・○○製造販売

【貴社の現在の
主要販売先を入力】

【商品写真、図等を貼付】
視覚に訴えることが重要です。
極力、写真、図等を貼付してください。
写真のファイルを申込書と共にメール添付で
お送り頂いても結構です。その際は、どの商
品の写真か分かるようにしてください。

【貴社のホーム
ページのアドレスを
入力】

別添２
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卸売キャラバン隊商談会参加卸売企業一覧

札幌 旭川 釧路 企業名 企業電話番号 担当者役職 担当者氏名 e-mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

申込順
キャラバンR4

申込受付日
企業情報

別添3



仕入希望商品・技術・企画の詳細 その他の取引条件等 所在地 業種、事業内容 主要販売先

売込商品・技術・企画の詳細 会社ＰＲ 所在地 業種、事業内容 主要販売先
企業名

売込商品の内容 企業概要
「卸売キャラバン隊商談会 in **」札幌市内卸売企業売込商品一覧

「卸売キャラバン隊商談会 in **」札幌市内卸売企業仕入希望商品一覧

企業名
仕入希望商品・技術・企画 企業概要

別添４



札幌市長　宛　

①参加者（非公開情報）

〒

※ご記入いただいた個人情報は、本事業の実施・運営及び札幌市・**市からの各種情報提供にのみご利用いたします。

②商談希望企業

1

2

3

4

5

6

7

8

③売込商品一覧（公開情報）

・「売込商品一覧（２枚目）」に売込商材を入力してください。

　記載いただいた内容は当商談会ホームページ等で公開します。

　　※入力内容は、貴社が商談を希望する札幌市内卸売企業のほか、全ての企業

　　　 に公開しますので、公開可能な内容を分かりやすい表現で記載してください。
　　※営業上の秘密などの取り扱いには十分留意し、各企業の判断・責任で記載内容を決定してください。

別紙「札幌市内卸売企業仕入希望商品等一覧」をご覧のうえ、商談を希望する卸売企業名を

下記へご記入ください。　※卸売企業の承諾が条件となりますので、ご希望に添えない場合もございます。

ふりがな

会社ＴＥＬ

年　商

Ｅ－ｍａｉｌ

部署・役職

創　　業 百万円　　　　年　　　　　　　　　月

留意事項 本商談会は出会いの場を提供するものです。商談はご自身の判断と責任でお願いします。
商品内容や商談内容に関しては、主催者側は関与できませんのでご了承ください。

申込締切：
*/**(*)

※「本シート（１枚目）」及び「売込商品一覧（２枚目）」の
　　両シートの黄色の網掛け部分をもれなく入力の上、ｅメールで返信して下さい
　　　（アドレス：************）

会社・団体名
代表者
役職・氏名

「卸売キャラバン隊商談会in**」参加申込書

名（うちパート　　名）資本金 万円

ふりがな

所在地

従業員数

ふりがな

担
当
者

ＦＡＸ

氏名

携帯ＴＥＬ

本商談会の参加募集要項、及び下記留意事
項に同意し、参加を申し込みます。

**地区食品メーカー

別添5



【記載について】　　
　　※記載例を参考に、黄色いの網掛け部分に入力して下さい。（入力欄の下に記載例がありますのでご覧ください。）
　　※入力内容は、貴社が商談を希望する札幌市内卸売企業のほか、全ての企業に公開しますので、公開可能な内容を分かりやすい表現で記載して下さい。
　　※営業上の秘密などの取り扱いには十分留意し、各企業の判断・責任で記載内容を決定して下さい。

売込商品・技術名 業種、事業内容 主要販売先 ＵＲＬ

商品写真、図等

商品写真、図等

商品写真、図等

商品写真、図等

※原寸はＡ３です。

（記載例）

売込商品・技術名 業種、事業内容 主要販売先 ＵＲＬ

1 ㈱函館食品 函館市

木の実商品
（ハスカップ・ブルーベリー）
生冷凍実、果汁
ジャム、ジュース
山わさびフリーズドライ　ほか

北海道の資源を活かし、身体にやさしい自然食品を企画、開発し、販売しております。
化学調味料・人工着色料・合成保存料を使用せず、原料の素材を活かし「身体に良く
美味しく食べられるもの」をモットーに、他にはないオリジナルの商品を造っておりま
す。

食品製造卸
北海道㈱、㈱新潟、㈱東
京、四国㈱、㈱九州

http://www.〇
〇

2 ㈱七飯製菓 七飯町 菓子（まんじゅう）
原料にこだわって作ったまんじゅうです。食べ飽きないやさしい味に仕上げており、創
業以来のロングセラー商品です。常温で賞味期限90日、1ケース12個入りです。
OEM生産も承っておりますので、ご相談ください。

菓子製造販売
北海道㈱、札幌㈱、㈱京
阪

http://www.〇
〇

NO 会社・団体名 所在地

売　込　商　品　の　内　容 企　　業　　概　　要

商品PR、会社PR

会社・団体名 所在地

売　込　商　品　の　内　容 企　　業　　概　　要

商　品　P　R　、会　社　P　R

「卸売キャラバン隊商談会in**」
～札幌市内卸売企業と**地区メーカーとの『事前マッチング式』商談会～**地区食品メーカー／売込商品一覧

【商品の概要、会社の概要を記載】
・市内卸売企業の商談承諾の判断材料になりますので、
分かりやすい表現で記載してください。
・原料、特徴・セールスポイント、効能・効果、認証歴、用途、
製造ロット等も記載してください。

【売込商品を記載】
主力商品のほか、開発中の
商品も記載可
（開発中商品はその旨を記
載）

【貴社の業種を入力】
・○○製造

・○○加工
・○○製造販売

【貴社の現在の
主要販売先を入力】

【商品写真、図等を貼付】
視覚に訴えることが重要です。
極力、写真、図等を貼付してください。
写真のファイルを申込書と共にメール添付で
お送り頂いても結構です。その際は、どの商
品の写真か分かるようにしてください。

【市町村名を記載】 【貴社のホーム
ページのアドレスを
入力】

別添６
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卸売キャラバン隊商談会参加食品メーカー一覧

商談希望企業1 商談希望企業2 商談希望企業3 商談希望企業4 企業名 郵便番号 企業所在地 企業電話番号 企業ＦＡＸ番号 代表者役職 代表者氏名 担当者役職 担当者氏名 e-mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

申込
順

キャラバンR4
申込受付日

企業情報

別添7



売込商品・技術名 業種、事業内容 主要販売先 URL
企業No. 会社・団体名

商品PR、会社PR

「卸売キャラバン隊商談会 in **」食品メーカー／売込商品一覧

所在地
売り込み商品の内容 企業概要

別添８



市内卸売企業の皆様へ
　下記の1～4をご覧いただき、別紙①の返信用紙へ

この度は「卸売キャラバン隊商談会in**」に 　必要事項をご記入の上、ご返信下さい
ご参加いただきまして誠にありがとうございます。

貴社への商談申し入れ企業（現地食品メーカー）と ＜返信先＞ 「卸売キャラバン隊商談会in**」事務局

逆指名（貴社から現地食品メーカーへ商談の申し入れ）に E-mail　********** 
ついてご案内いたします。 ＜返信締切＞ **月**日（*）まで

1 貴社への商談申し入れ企業（現地食品メーカー）のご案内について

貴社へ商談の申し入れをしている現地食品メーカーは下記の通りです。

「別紙②：現地食品メーカー／売込商品一覧」と合わせてご確認下さい。

※諸般の事情により商談ができない場合は、返信用紙（別紙①）の【1】へご記入下さい。

様
貴社へ商談を申し入れしている企業は、 社です。

※企業情報については、「別紙②：現地食品メーカ／売込商品一覧」の企業NO.と照らし合わせてご覧下さい。

件数企業NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

「卸売キャラバン隊商談会in**」

商談申し入れ企業（現地食品メーカー）のご案内と
逆指名希望（貴社から現地食品メーカーへ商談の申し入れ）のご照会

企業名 売込商品・技術名

売手企業 貴 社

別添9



2 貴社からの逆指名希望（現地食品メーカーへの商談の申し入れ）のご照会

「別紙②：現地食品メーカー／売込商品一覧」をご確認の上、
逆指名（現地食品メーカーへの商談の申し入れ）を行う場合は、企業名を返信用紙（別紙①）の【2】
へご記入下さい。

＜逆指名の流れ＞

3 商談時間の調整について

商談時間は、1社につき約30分（商談間の休憩５分）、1都市あたり最大12商談を予定しています。

※できるだけ、多くのメーカーと商談を行っていただくようご協力をお願いします。

【1日目】

【2日目】

　　  　商談スケジュールを通知いたします。
          　商談スケジュールを決定後、事務局から貴社へ通知いたします。

4 商談会当日の移動手段について

札幌⇔**間の移動の際は、貸切バスをご用意しております（無料）。
貸切バスご利用の有無について、返信用紙（別紙①）の【３】へご記入ください。
※貸切バスをご利用されずに、ご自身のお車やJR等で移動されても結構です。
※ご自身で移動される場合の交通費は自己負担となりますのでご了承ください。

売手企業貴 社

貴社からの逆指名
＜現地食品メーカーへの商談申し

入れ＞

事務局より現地食品メーカーへ商談

の打診
逆指名で申込みした企業へ、
事務局より商談の打診を行います。

現地食品メーカーの承諾を頂き
ます。

**月**日（*）

【お問い合わせ】

５分休憩

13:30 14:05 14:40 15:15 15:50 16:25 17:00 17:30
１商談 １商談 １商談 1商談 １商談 １商談 １商談

５分休憩 ５分休憩 ５分休憩５分休憩 ５分休憩

５分休憩

9:00 9：35 10：10 10：45 11:20 11:50
１商談 １商談 １商談 1商談 １商談

５分休憩 ５分休憩 ５分休憩



<返信先>

参加市内卸売企業の皆様へ 「卸売キャラバン隊商談会in**」事務局

下記の1～４へ必要事項をご記入の上ご返信下さい。 E-mail ***********

<返信締切>　**月**日（*）まで

【１】 貴社への商談申し入れ企業（現地食品メーカー）との商談の可否について

諸般の事情により商談ができない企業がある場合は下記へご記入願います。

企業ＮＯ 企業名

記入例：○○(株)

※欄が足りない場合は、別紙に記入してお送りください。

【２】 貴社からの逆指名希望（現地食品メーカーへの商談の申し入れ）のご紹介

貴社からの商談を希望する企業名をご記入ください。

企業ＮＯ 企業名 企業ＮＯ 企業名

※欄が足りない場合は、別紙に記入してお送りください。

【３】 貸切バスのご利用の有無について

「利用する」「利用しない」のどちらかに○をご記入ください。ご利用される場合は乗車人数も併せてご記入ください。

　 利用する　（乗車人数：　　　人） 　 利用しない

返信者名

会社名 担当者名

ＴＥＬ
（連絡先）

「卸売キャラバン隊商談会 in **」　《返信用紙》

理由

売込商品の分野については、既にメーカーを固定している為　等
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参加現地食品メーカーの皆様へ
　下記の1～3をご覧いただき、別紙1の返信用紙へ

この度は「卸売キャラバン隊商談会in**」に 　必要事項をご記入の上、ご返信下さい
ご参加いただきまして誠にありがとうございます。

貴社が商談を希望されている市内卸売企業からの回答と、 ＜返信先＞ 「卸売キャラバン隊商談会in**」事務局

他の市内卸売企業から貴社への商談申し入れ（逆指名）の E-mail　**********
結果がまとまりましたのでご案内します。

＜返信締切＞ **月**日（*）まで

様

1 貴社の商談希望に対する、市内卸売企業からの回答結果について

貴社が商談を希望した市内卸売企業からの回答結果は、下記の通りです。

件数 企業名 回答結果

1

2

3

4

2 市内卸売企業からの逆指名のご案内について

貴社へ商談の申し入れをしている市内卸売企業は下記の通りです。

商談可否について、返信用紙（別紙①）へご記入ください。

※販路拡大のチャンスですので、最大限に活用をお願いします。

件数 企業名

1

2

3

4

3 今後の流れについて

今後の商談スケジュールの調整ですが、今回ご案内の逆指名のうち貴社が商談を了承したもの、および、
貴社が市内卸売企業に商談の申し入れをしている案件のうち、市内卸売企業の承諾を得たものを合わせて、
商談時間を決定いたします。

商談スケジュールの通知は、**月**日（*）を予定しています。

「卸売キャラバン隊商談会in**」
市内卸売企業から商談希望への回答と、逆指名のご案内

商談不可の理由

仕入希望商品の詳細

買手企業 貴 社

貴 社 買手企業

【お問い合わせ】
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<返信先>

参加現地食品メーカーの皆様へ 「卸売キャラバン隊商談会in**」事務局

E-mail　*********

下記へ必要事項をご記入の上、ご返信ください。 ＜返信締切＞

*月*日（*）まで

市内卸売企業からの逆指名の商談可否について

諸般の事情により商談ができない企業の有無について、ご記入ください。（いずれかに○を付けてください）

※販路拡大のチャンスですので、最大限に活用をお願いします。

商談できない企業が 有り 商談できない企業は 無し
（下欄に商談できない企業名と理由をご記入願います） （逆指名のあった全ての企業と商談します）

返信者名

会社名 担当者名

ＴＥＬ
（連絡先）

「卸売キャラバン隊商談会in**」　　《逆指名への返信用紙》

企業名 理由

記入例：○○(株) 希望仕入商品の分野については、既に売り先を固定している為　等

　 ○
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様

です。

商談会場内（大会議室）の受付へお越し下さい。

件です。

17:00～17:30

14:05～14:35

14:40～15:10

15:15～15:45

15:50～16:20

16:25～16:55

商談数 商談時間

13:30～14:00

商談企業名

「卸売キャラバン隊商談会in**」

《商談スケジュール》

※本商談会は出会いの場を提供するものです。
　商品内容や商談内容に関しては、主催者側は関与出来ませんので、ご自身の判断と責任でお願いします。

■貴社の商談件数は、

■貴社の受付時間は、

別添13



■開催概要

1 会　期 令和**年**月**日（　）　**:**～**:**

2 会　場 **********

3 参加企業数 札幌市内卸売企業 *社

**地区メーカー *社

4 主　催

共　催

後　援

＜連絡先＞

●**/**(*）までは事務局　ＴＥＬ：011-***-****

●商談会当日　**月**日（*） 札幌市経済観光局経済戦略推進部　展示場整備担当課

※上記日程以外でこちらの携帯番号へ発信することのないようお願いいたします。

「卸売キャラバン隊商談会in**」事務局

卸売キャラバン隊商談会in**
参加要綱

「卸売キャラバン隊商談会in**」事務局

別添14
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■受付・商談について

1 受付について

会場へお越しになりましたら、商談会場内（大会議室）の受付へお越し下さい。

受付の際は名刺を2枚ご用意ください。

カードホルダーをお渡ししますので、名刺を入れ会期中着用下さい。

アンケートを配布しますので、記入にご協力お願いいたします。

※カードホルダー及びアンケートは、退場の際に受付で回収いたします。

商談先・商談時間をあらかじめご確認の上、時間厳守でお願いします。

2 商談について

□ 各社ごとにお送りした商談タイムスケジュールに沿って、商談を行ってください。

※商談終了５分前にスタッフが時間をご案内いたしますので、時間厳守でお願いします。

□ 各社ごとにお送りした商談タイムスケジュールに沿って、商談を行ってください。

□ 最初の商談時間から15分前には、商談会場内（大会議室）の受付へお越し下さい。

□ 商談前は、控室（中会議室　大会議室隣）又は会場内待機スペースでお待ちください。

□ より良い商談をするため、可能な限りサンプル品を持参し、買手企業に積極的にPRしてください。

□ 会場内では台車の使用は不可となります。手持ちの荷物としてお持ちいただくようご協力願います。

□ 資料・サンプルのストックヤード、常設展示スペースはございません。

□ コピー機はよろーな内観光協会事務所にて有料となっていますので、資料の準備は事前にお願いします。

□ 会場横の給湯室に電子レンジや水道がございますので、簡単な調理は可能です。

（調理をする予定がある場合は、調理の内容や使用する設備などについて、事前にご連絡をお願いします。）　

① 本商談会は出会いの場を提供するものです。商談はご自身の判断と責任でお願いします。

商品内容や商談内容に関しては、主催者側は関与できませんのでご了承ください。

② 商談終了後、商談内容等についてはアンケート調査を実施しますので、ご協力をお願いします。

■ 受付、商談について

＜受付時間、商談時間について＞

別紙「商談スケジュール」をご確認の上、指定された時間に受付にお越しください。

＜商談に関わる資料・サンプルについて＞

＜売手企業様へ＞

＜買手企業様へ＞

商談留意事項
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■会場・退場・当日の連絡先について

1 会場について

商談会受付は、商談会場内（大会議室）です。

□ ゴミ袋を用意します。

□ 商談会会場内での喫煙はご遠慮ください。

□ 会場内での撮影はご遠慮ください。

□ 貴重品等は盗難事故防止のため、必ず身につけてください。

準備中など作業時は、置き引き等にくれぐれもご注意ください。

2 退場について

・ 退場される際は、受付までお越し下さい。※カードホルダー・アンケートを回収いたします。

3 当日の事務局連絡先

・ 商談会当日は下記の札幌市経済観光局職員2名が同行いたします。

・ 交通機関の遅れ等によって来場が遅れる場合は、下記の連絡先までご連絡ください。

※ 下記の携帯電話は、**日(*）、**日（*）のみの番号となります。

上記日程以外でこちらの携帯番号へ発信することのないようお願いいたします。

札幌市経済観光局国際経済戦略室　経済戦略推進課　

宿泊を希望される場合は、各社でご用意下さいますようお願いいたします。

事務局での手配は行っていませんのでご了承願います。
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■会場へのアクセス

1 アクセス

***************

（***************）

2 駐車場

*****************
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