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参加企業（エントリー企業）募集 
 

 

 

 

 

ビジネスマッチング個別商談会とは…  
上越商工会議所と連携する商工会議所･商工会の会員企業間で行う完全事前調整型の商談会です。 

エントリーシートをご記入いただき、お申し込みいただくだけで、エントリー企業一覧の中からご

希望の企業が選べ（逆に商談を申し込まれる場合もあります）、事務局の調整により商談を行うこ

とができます。簡単に一日数件の企業と商談ができる効率的な商談会です！ 

業種･業態や規模は問いません  
当事業に参加する商工会議所･商工会の会員であれば、業種･業態や規模にかかわらず参加できます。 

製造業における加工依頼、飲食サービス業と食品卸売業の商談はもちろん、新商品・新サービスの

販路開拓など全ての業種同士のビジネスマッチングの可能性があります。 

商談会参加のメリット  
☑取引したい企業の担当者に直接営業活動が行えます！    

☑複数の企業と商談ができ、コストと時間が削減できます！  

☑思いもよらない意外な企業との出会い･提案が期待できます！ 

商談日時 令和３年 １１月２５日（木） 9:30～15:00 
※商談時間帯については、事務局にて調整させていただきますのでご了承ください。（１商談時間は最大 30 分間） 

商談場所 高田城址公園オーレンプラザ （上越市本城町 8-1 TEL025-525-1311） 
主  催 上越商工会議所、上越市（上越ものづくり振興センター） 

特別協力 

【新潟県内】長岡・柏崎・小千谷・糸魚川・十日町・新井商工会議所 

上越商工会連絡協議会（17 商工会） 

【富山県内】富山・高岡・氷見・射水・魚津・砺波・滑川・黒部商工会議所 

【石川県内】金沢・七尾・小松・加賀・白山商工会議所 

【福井県内】福井・武生(★)・大野(★)・勝山(★)・鯖江(★)商工会議所 

【長野県内】上田・長野・須坂・小諸・信州中野・佐久・飯山・千曲商工会議所、坂城町商工会(★) 

【群馬県内】高崎商工会議所                 （★印は新規参加地域） 

後  援 上越地域連携プラットフォーム （構成金融機関：上越信用金庫・新井信用金庫・糸魚川信用組合） 

お問合せ 
商談会事務局：上越商工会議所 中小企業相談所 TEL 025-525-1185・FAX 025-522-0171 

ホームページ：https://bizmatching.jocci.jp/ 

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては延期または中止する場合があります。あらかじめご了承ください。 

ご希望の企業との商談を 
セッティングします！ 

 

※昨年度の商談の様子 

 

 

取引先の開拓を 

 

＜第６回＞ 

参加無料
エントリーから商談会まで全て無料 

目指す企業様へ 



ビジネスマッチング個別商談会の事業イメージ  
商工会議所や商工会のネットワークを活かし、他地域の企業はもちろん、近隣地域や 

地元の企業との出会いの場として活用できます！エントリー企業が多ければ多いほど、 

選ぶ企業・選ばれる企業が増え、商談会の魅力が向上しますので、是非エントリーを 

お願いします！ 

 

展示スペースでＰＲ（無料・希望企業のみ）  

エントリー企業限定で、商談会当日の会場内に製品や商品、 

パンフレット等展示するスペースを設けます。来場される方 

に対して、製品や商品を紹介するチャンスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回のビジネスマッチング個別商談会参加企業の声 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●次回も積極的に参加したいと思いました。 
 
●情報交換させてもらうことができました。 
 
●コロナ禍で営業を行うことが難しいので、このような場

をセッティングして頂いて有難いです。 
 
●新潟県内での営業活動に役立っています。 
 
●商談会が開催される時期が 11 月下旬で参加しやすかっ

たです。 
 
●商談時間が 30 分で丁度よかった。 
 
●弊社を知ってもらえて、いい機会でした。 
 
●他県への営業に役立ちました。 
 
●コロナ対策ができていて安心して参加できました。 

 展示スペースを活用して企業 PR を！ 
※昨年度の展示スペースの様子 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として以下を実施しますので、 

ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

・参加者およびスタッフ等へのマスク着用の徹底 

・受付時に検温の実施（37.5度以上の方はご遠慮いただきます） 

・会場内にアルコール消毒液を設置して手指消毒の徹底 

・パーテーション設置による商談ブースの間仕切りの実施 

・商談ブースにおける飛沫防止パネルの設置 

・各商談後にテーブルおよびイスのアルコール消毒をその都度実施 

・会場内の定期的な換気の実施 

 

前回（令和２年 11月 25日）は 

▶136社 がエントリー 

 

▶186件 の商談が 

行われました。 

▶74% の企業が 

参加して良かったと  
回答。 

▶48% の企業から 

実際に取引につながった、 

今後取引につながりそう、 

と回答いただきました。 



エントリーから商談会までの流れ 
 

STEP① 

エントリー申込受付 10 月 4 日（月）まで 

●商工会議所・商工会の会員企業に対して参加募集（エントリー企業募集）を行います。 

 まずはお気軽にエントリーください！！ 

●エントリーは「ビジネスマッチング個別商談会 in 上越」の HP からエントリーをいただ

くか、裏面のエントリーシートに必要事項をご記入の上、FAX にてエントリーください。 

 ビジネスマッチング個別商談会 in 上越 ホームページ https://bizmatching.jocci.jp/ 

 

STEP② 

エントリーリスト公開・商談希望申込受付 10 月 8 日（金）～10 月 19 日（火） 

●エントリーのあった企業を一覧表にまとめ、エントリーされた企業に公開します。 

 エントリー企業一覧表は「ビジネスマッチング個別商談会 in 上越」の HP でも閲覧 

 可能にする予定ですので、エントリー企業には後日ご案内いたします。 

●リストから商談したい相手を見つけたら、事務局へ商談申込みをしていただきます。 

 ※1 企業あたり 5 社まで申込み可能です。 

 

STEP③ 

商談時間調整 10 月 21 日（木）～11 月 1 日（月） 

●事務局が商談を希望された企業との調整を行います。 

 ※商談時間の調整は事務局に一任していただきますので、商談会当日はどの時間帯でも 

  対応できるようご準備をお願いします。 

 ※商談を受けるかどうかは、指名された企業の判断によりますのでご了承ください。 

（） 

STEP④ 
商談会のご案内   11 月 8 日（月）【予定】 

●双方の企業が合意した場合、事務局から商談スケジュール（時間）をご案内します。 

 

STEP⑤ 
商談会当日 11 月 25 日（木） 

●高田城址公園オーレンプラザにて商談の場をご用意します（商談時間は最大 30 分間）。 

 

 

 

会場へのアクセス 

 
 

 

 

 

※エントリー企業一覧表に掲載されている企業に直接連絡をとるのはご遠慮ください。商工会議所が仲介役を務めること 

 から、当事業に安心してご参加いただく企業もございます。商談会後は各自ご連絡をとっていただいて構いません。 

▶公共交通機関を利用の場合 

・北陸新幹線 上越妙高駅からタクシーで約 8分。 

料金約 1,800 円。 

▶車を利用の場合 

・北陸自動車道から上越インターチェンジから 

高田城址公園内まで約 10 分 

参加無料
エントリーから商談会まで全て無料 



第 6回 ビジネスマッチング個別商談会 in上越 商談会エントリーシート 

 

  締切日 令和 3 年 10 月 4 日（月）  

申込先 上越商工会議所 中小企業相談所  行 

FAX 025-522-0171／E-mail : bizmatching@jocci.jp 
 

【ビジネスマッチング個別商談会 in 上越エントリー用 web ページ（https://bizmatching.jocci.jp/） 

または、右の二次元コードのリンク先からもエントリーシートを入力することができます】 

企 業 名 
（フリガナ） 所属商工会議所・商工会名 ※必須 

代表者名 

【非公開】 

（フリガナ） 

所 在 地 
〒 

担当部署 

連 絡 先 

【非公開】 

部 署  

氏 名 
（フリガナ） 携帯電話 

（緊急時） 

 

TEL  FAX  

E-mail  

業  種 
１．製造業    ２．建設業   ３．卸売業     ４．小売業   ５．飲食業 

６．サ ー ビ ス 業  ７．運輸業   ８．情 報 通 信 業    ９．その他（            ） 

マッチング 

希望内容 

（複数選択可） 

１．販路を開拓したい  ２．仕入先を開拓したい ３．製造･施工の請負をしたい 

４．外注先を開拓したい ５．事業提携をしたい  ６．製品･技術開発をしたい 

７．その他（                               ） 

商談したい 

企業のイメージ 

※商談相手先としてイメージしている業種業態などをご記入ください 

自社紹介 PR 

（200字以内） 

 

※原則、記載いただいた 

内容をそのままエントリー

リストに掲載します。 

※貴社の概要、製品・商品・サービス・事業の特徴などアピールしたい点をわかりやすくご記入ください。 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 

ホームページ 有 ・ 無  URL 

その他連絡事項   

●エントリーシートにご記入いただいた内容のうち、非公開以外の項目については、エントリーリストに掲載するほか、当日の来場 
 者(参加者、関係者、報道機関等)に公開します。 
●エントリーされた企業は、商談のお申込みができると同時に、他のエントリー企業からの商談希望の対象となります。実際に商談を 
 お受けになるかどうかは商談調整の際にお尋ねします。 
●商談日時の調整は事務局に一任いただきますので、商談会開催日はどの時間帯でも対応できるようご準備をお願いします。 
●ご提供頂いた代表者名ならびに連絡先に関する情報は、当商談会の運営に利用する他、各種ビジネスマッチング事業等の情報提供に 
利用することがあります。 

●個別の商談内容および当商談会をきっかけに発生した当事者の紛争に、主催者は一切関知いたしませんので予めご了承ください。 

★商談会事務局：上越商工会議所 中小企業相談所 TEL 025-525-1185・FAX 025-522-0171      

mailto:bizmatching@jocci.jp

