
物産品を売る機会も、売れる場所もいろいろご用意。

百貨店やスーパー、レストランなどのバイヤーとマッチングする

商談会に参加したり、卸売市場を活用できます。

道産品ショップも多彩にあるのでどんどん売り込んで自慢の商品を広めてください。

商品を売りたい

お店も新しい商品情報を求めています。

積極的にアピールしましょう。



商�談�会

北海道産品��商談会

��な北海道産品を�め、毎年大勢の人が集まる北海道最大の商談会が「北海道産

品取�商談会」です。33回目を迎えた平成29年度の商談会は、業�別に2日間に分

けて開催され、道内353社が出展、全国から約2,000ものバイヤーが集まる盛�ぶ

りでした。

会場には地域の特色を生かした�質で安全な�材を活用した優れた加工食品や

�工芸品、日用雑�などが大きな会場いっ�いに所�しと��られ、�心な商談

��が展開します。道内外への販路開�や拡大にぜひ活用したい商談会です。

●開催時期／毎年6月上旬に開催（�定）

●開催場所／ロイトン札幌（�定）

　（札幌市中央区北1条西11丁目）

●��企業／道内外流通バイヤー

　790社・2,000名程度

●売�企業／29市55町2村・353社

　（平成29年度実�）

●参加費用／有料

●主催／北海道、札幌市、

　一般社団法人北海道��物産振興会（�定）

●お問い合わせ／

　一般社団法人北海道��物産振興会

　TEL.011-251-7976

一言メッセージ
北海道にはまだまだ�に知られていな

い、優れた商品がたくさんあります。�

いもよらないところから�がつく�ット

商品もあります。全国のバイヤーも、そ

んなオリジナリティのある道産品を�

めて来場します。どうぞ�様、自信を

持って出展してください。

���� �������� �北海道 食の�出大商談会�

道産食品の海外販路拡大を目的に、アジア�を中心とした海外バイヤーを��し、商

談会「F��� ����A��� ～北海道 食の�出大商談会～」を開催しています。道内に

いながら海外へ商品を売り込�ことができる機会として道内各地から100社以上の

食品関連企業が参加し、二日間で約1,000件の商談が行われています。成約率を上

げるため、バイヤー・サプライヤー�方の��を元に商談を組�事前マッチング�の

商談会です。また開催期間中には、マッチングが組まれなかったバイヤーとも商談・交

流できる場として、自社商品を展示・PRする「試食・オープン商談会」や��会を開催

しています。

�2017年度実��

●日時／2017年8月29日（�）、30日（水）

●開催場所／札幌パークホテル

　（札幌市中央区南10条西3丁目）

●��企業／海外バイヤー 56社

●売�企業／国内サプライヤー 121社

●参加費用／無料

●主催／

　「北海道ブランド」海外展開�化支援事業実行

　��会（札幌商工会議所はじめ18団体で構成）

●お問い合わせ／

　札幌商工会議所 国�・観光部 食産業・��課

　TEL.011-231-1332

一言メッセージ
商談の事前�備として、海外展開に必

要な商談スキルの取�やマーケティン

グ�法について学ぶ��会も実施す

るなど、�出に向けた�合的なサポー

トを行っております。海外進出（�出）

のきっかけに本事業をぜひご活用くだ

さい。

道内外から大�のバイヤーが�まる商談会は、地域の�産品を売り�む��のチ�ンス！
札幌では大小さま�まな商談会が開催されているので、�加してみま�んか�
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卸売��ラバン� 商談会

札幌市内の食関連卸売企業が道内地方�市に出向いて、�地食品メーカーと事前

マッチング式の商談会を行います。平成２9年度は、��・�小牧・�路の3�市で開

催。�方の商談��を�認しスケジュールを組�ので、効果的な商談が期待できま

す。�地食品メーカーの�集や商談会当日の運営等を、�地の振興局や金�機関

などと連携して実施できるのも心�いです。

●開催時期／

　��：2017年11月9日（�）・10日（金）

　�小牧：2017年11月21日（�）

　�路：2018年1月25日（�）・26日（金）

●開催場所／

　������市工業技術センター

　��小牧��小牧市民会館

　��路�A�Aクラウンプラザホテル�路

●��企業／札幌市内卸売企業10社程度

　（各開催地あたり）

●参加費用／無料

●主催：札幌市、札幌卸商連盟

●お問い合わせ：札幌市経�観光局国�経�

　��室経���推進課　TEL.011-211-2481

一言メッセージ
札幌の食関連卸売企業が道内各自�

体を訪問する「出向き�」商談会です。

札幌市にて開催される他の商談会等

への参加が��な企業の�様へ、�

�的な�掛けをお�いします。また、次

年度の開催��等もお�せください。

観光��商談会

国内観光客の�客と道内周�の促進を目的に、道外・道内の旅行会社や旅行メディ

ア等の�当者を��し、札幌市内やさっぽろ広域観光�、道内中��市等の�市連

携先の事業者・団体を中心に最新の観光トピックスの�明や商談を行っています。

商談会では、バイヤー着席とセラー着席のプログラムが有り、それぞれマッチング商

談とフリー商談を設けているため、様々な相�と効果的な商談を行うことが可能で

す。

また、商談会後には��会も設けているため、�に交流を深めて�くことも可能です。

●開催時期／毎年9月中旬

●開催場所（2017年度）／

　プレミアホテル-T��BA��-札幌

　（札幌市�平区�平4条1丁目）

●��企業／道外・道内の旅行会社、出�社等

　（55社程度）

●売�企業／��施設、観光施設、体験事業者、

　観光関連団体等（55社程度）

●参加費用／無料

●主催／札幌市国内観光プロモーション実行��会

　（事務局：札幌市経�観光局観光・���E推進部内）

●お問い合わせ／

　札幌市経�観光局観光・���E推進部

　観光・���E推進課　TEL.011-211-2376

一言メッセージ
日��点を持ち�い道外の旅行会社

なども多く�いており、�重な機会が�

られる商談会です。

札幌市内や連携�市内の事業者を中

心としていますが、参加者のニーズが

高い新規コンテンツや新サービス等の

情報は大�迎です。
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北の味覚、�発見！！

道内商工会地域の中小企業では、地元の優れた農林水産資源を活用して

様々な新しい特産品の開発に��的に取り組んでいます。北海道商工会連

合会は、これら商品の販路開�・拡大を支援することを目的として、道内外

の流通関係者様に紹介するための展示・商談会を平成元年度より毎年開催

しています。

小規�な商談会ではありますが、開発されて間もない商品や�しい商品、地

域の特色を生かした商品等、道内中小企業の優れた特産品が多数出展され

る点が特長です。

●開催時期／10月下旬（�定）

●開催場所／ホテル札幌ガーデンパレス

　（札幌市中央区北１条西�丁目）

●出展企業／道内商工会地域の小規�事業者

　５�企業・団体（�市�０町�村）（2017年度実�）

●来場企業／

　道内外流通バイヤー ８０社・２００名程度

●参加費用／無料

●主催／北海道商工会連合会

●お問い合わせ／

　北海道商工会連合会 組�経営支援部

　TEL.011-251-0102

一言メッセージ

北海道には道内の�かな資源を

活用した生産者のこだわりの�

まった商品がたくさんあります。こ

れらの商品を地元の商工会と一

緒に、全道・全国へ発信するお�

伝いをさせて�きたいと�います

ので、�様の出展をお待ちしてお

ります。

北洋銀行ものづくりテク�フェア

優れた技術や製品を持つ中小企業や大学、支援機関が一�に会する�も

のづくり��としては道内最大級の商談会。2017年の開催時には、220社・

団体が出展し、道内外から約4,800名の業�関係者が集まりました。

特に北海道産業の�として期待される「食・��分野」に着目し、「道内にお

ける食品製造業と食品加工機�製造業のマッチング」などを��的にサ

ポート。販路拡大や企業間連携の促進はもちろん、情報交�や技術交流の

場としても大いに活用したい商談会です。

●開催時期／毎年7月中旬

●開催場所／アクセス札幌（2017年度）

　（札幌市白石区流通センター4丁目）

●出展者数／220社・団体

●来場者数／約4,800名

●商談件数／約1,200件

●出展料／64,800円（1小間3m×2.7m／税込）

●主催／北洋銀行

●お問い合わせ／北洋銀行地域産業支援部

　TEL.011-261-1321

一言メッセージ

�ものづくり�の商談は、時間もお

金もかかります。だからこそ、実効

性の高い商談会をめ�して、事前

に商談を�約する「事前マッチン

グ」を実施します。出展内容を掲

載したパンフレットなどを作成し

PR活動も行いますので、�様の

出展をお待ちしています。
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札幌市中�卸売市場

市場を支�る卸売業者 ［水産物�２�］［�果�１�］

��高�水産��会�
●所在地／札幌市中央卸売市場水産�4F

●お問い合わせ／TEL.011-618-2111　FAX.011-641-3812

●ホームページ／www.kaneshime.co.jp

�水 札幌中�水産��会�
●所在地／札幌市中央卸売市場水産�3F

●お問い合わせ／TEL.011-643-1234　FAX.011-644-8181

●ホームページ／www.marusui-net.co.jp

札幌みらい中��果��会�
●所在地／札幌市中央卸売市場�果��F

●お問い合わせ／TEL011-641-3161　FAX011-631-0023

●ホームページ／www.sapporomirai.jp

札幌市中央卸売市場に出�した商品に対して、話題になる情報をお�せください。

札幌市がニュースリリースにして各メディアへ配信します。近年では年に約30件をリリース。

��メロンやらいでんスイカ、サンマの�せりなどが新聞やテレビに紹介されています。

また、�せりの様子については、当市場のホームページや���（twitter等）を利用した情報発信も行っています。
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�R バス「札幌場外市場」�

�歩� 1 �

地下��西�「����」駅

�歩� 1� �

JR「��」駅

�歩� 1� �

高級果物として人気の��メロンの�せり。

2019年は500万円で��最高額になりまし

た。ニュースになることで�い�にとっても

宣伝になり、知名度があがって消費拡大に

つながります。

��メロン��りが
毎年ニュースに。

https://www.sapporo-market.gr.jp/


道産品ショップ

北の大地から生まれた�れた製品が大��。

北のブランド アンテナショップ

北海道の定番土産から�れた名品、地元の方々から支持される商品等、札幌商工会議所が認

証する「北のブランド」認証製品を販売しています。

また、ものづくり製品のパネル展示コーナーや��コーナーも�設しており、時計台の観光を

楽しんだあとの海外観光客の方も多く来店されています。

●所在地／札幌市中央区北1条西2丁目 

　北海道経�センター1F（札幌時計台東隣り）

●最�駅／地下鉄「大通」駅

●営業時間／9:00～17:30

　定�日：土・日・�日 ※年�年�を�く

●お問い合わせ／TEL.011-281-3855

●ホームページ／

　http://www.
　sapporo-cci.or.jp/
　north-brand/shop.html

一言メッセージ

北海道には優れた製品が多数存在

します。札幌商工会議所では、これ

らの優れた製品を��、認証し、北

海道・札幌を代表する製品として�

なるブランド化を推進することを目

的に、2004年から「北のブランド」事

業を実施しています。

「北のブランド」とは

例年��より、認証製品の�集�び��を

行い、�年1月から認証となります。詳しい�

集開�の時期については、札幌商工会議所

「北のブランド」ホームページ上にて発表しま

す。��この機会に、こだわりの�社製品を

「北のブランド」にお申し込みください。

札幌商工会議所会�企業の持つこだわりの製

品や技術を、学�者をはじめとするさま�まな

分野の専門�で構成される「北のブランド選考

部会」において��し、札幌商工会議所が「北

のブランド」として認証する�度です。

認証製品には、認証�やロゴマークを交付する

とともに、販路開�、商談機会をご提供し、広く

道内外のバイヤーや消費者に周知しています。

「北のブランド」とし
て5年以上��して
認証された製品で、
既に市場からの高い
評価を�立しており、
地域を代表する製品
を「金�」として認証
しています。

「北のブランド」認
証製品の中で、前
年比の売上高の�
び率が特に�しい
上�の製品を「�
��」として認証し
ています。

� 対 象 � � �

� � � 条 � �

 

� � � � � �

� � � � 間 �

�����新��

・食品��（食品、��、��食品等）

・ものづくり��（��・設�、��、��・生活、��・��等）

・��・�フトウェア��

�道内で製造された製品であること。

�道内で事業を行う札幌商�会��の会�企業であること。

��通��な商品を対象としています

・�れた��や独自のこだ�り ・市場での��性 ・市場に�ける高い�価

1�1��12�31�（�新��を行うことにより���）

年間 �������（１�当たり�製品までとし、�れを��る場�は１製品に

つき１������の�加��・�新�を�し�けます）���は��です。

「北のブランド」の��を�けるには

�お問い合わせ先�

札幌商工会議所　国�・観光部 食産業・��課 

�０�０-８�１０ 

札幌市中央区北1条西２丁目 北海道経�センター

TEL.０１１-２�１-１��２　FAX.０１１-２２２-５２１５　

E-mail.trade�sapporo-cci.or.jp

��は札幌商�会��「北のブランド」ホーム�ージをご��ください。

http://www.sapporo-cci.or.jp/north-brand/

��、���

�� ���

商品の販売はもちろん、イベントな�で地域のPRもできる道産品アンテナショップ。
地元の�はもちろん、観光客まで�広い�にア�ールできます。
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https://www.sapporo-cci.or.jp/north-brand/shop.html


テスト販売�度で道内企業を�援。

北海道�さんこプラ�札幌�

道内各地の特産品・加工品およそ約2,000ア

イテムが�う大�アンテナショップ。まだ知ら

れていない道産品を紹介するためのテスト

販売�度があり、道内各地で作られた新商

品を3ヵ月間販売します。販売期間��後に

は店から商品の評�や評価等のアドバイス

が�けられ、売り上げ好調な商品は定番とし

てそのまま置かれることもあります。また、催

事スペースがあるので、各種イベントにも利

用できます。観光客はもちろん、札幌市民も

多く訪れ、高いPR効果が期待できます。

●所在地／札幌市北区北6条西4丁目

　JR「札幌」駅西通り北口

●最�駅／JR「札幌」駅、地下鉄「さっぽろ」駅

●営業時間／8:30～20:00（年中無�）

●お問い合わせ／北海道どさんこプラザ札幌店

　TEL.011-213-5053　FAX.011-213-5092

●ホームページ／

　www.dousanhin.com/shop/sapporo�jr/

一言メッセージ

アンテナショップとして、道内で生産

された商品のマーケティング支援も

行なっています。催事を行う�は

インターネットでも告知しますので、

地域のまちおこしに気軽に利用して

ください。

●所在地／さっぽろ地下街オーロラタウン

　小�の広場向かい

●最�駅／地下鉄「大通」駅

●営業時間／10:00～20:00

　（年中無�・さっぽろ地下街�業日を�く）

●お問い合わせ／株式会社札幌����

　TEL.011-205-1151

●ホームページ／

　http://www.marui-imai.jp

一言メッセージ

生産者さんの力をお�りして成り

立つショップです。行�の方とも

協力し合うことが大�だと�いま

すので、みなさんいっしょに北海

道を盛り上げていきましょう。

北海道の����店である����が運

営する「きたキッチン」。北海道民のお客さま

が毎日食�たくなるものを基本に品�えし

ています。バイヤーが選ぶ基�は、オリジナ

リティと品質の高さ。商談会はもちろん、�別

の売り込みにもしっかり対応します。また、

ショップ内には催事スペースを2ヵ所設置。

これまでにも「��フェア」など、道内市町村

主催のイベントが開催されてきました。さっ

ぽろ地下街オーロラタウンのオープンな場

所にあるので集客力は��です。

札幌スタイル��製品を販売。

札幌スタイルショップ

札幌スタイルショップは市民の方と観光客の

方が、自分用としてだけでなく、北海道や札

幌のお土産や、札幌らしいオリジナルな�り

物�しにご利用いただいています。ショップ

スタッフのTレディさんが商品選びを�伝っ

てくれます。

北海道らしい�材やデザインにこだわったア

イテムがそろい、��によっても商品が入れ

�わります。作�がひとつひとつ�作りした

キャンドルやクラフトなどもありますので、�

い出の一品を��見つけてください。

●所在地／札幌市中央区北5条西2丁目5 

　JRタ�ーイースト6階展�室エントランス

●最�駅／地下鉄「さっぽろ」駅

●営業時間／

　10:00-20:30　

●お問い合わせ／札幌スタイルショップ

　TEL.011-209-5501

●ホームページ／www.jr-tower.com/t38

一言メッセージ

認証製品のほかにも、期間限定で

企業・作�の作品の展示販売や、

��に合わせた�フトセットなど

もご�います。

北海道全域から��する���のセレクトショップ。

�まるい�道産食品セレクトショップ きた�ッチン
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会場を見つけたい 情報を発信したい 商品を売りたい 事例を知りたい

http://www.dousanhin.com/shop/sapporo_jr/

