
気軽な名刺交換会です！ 商品 ・ サ ー ビ スの Ｐ Ｒ が で き ま す！ 初参加 、 大歓迎！

会員ビジネス交流会

富山、高岡、氷見、射水、魚津、砺波、滑川、黒部商工会議所
会員の皆様のための

第33回 会員ビジネス交流会
今回のテーマは

異業種交流

★富山県内全域の各会員事業所による「自社ＰＲ」と「交流」！

富山県内全域から商工会議所会員事業所の皆様が一堂に会する「会員ビジネス交流会」。様々な業種、

参加無料

富山県内全域から商工会議所会員事業所の皆様が一堂に会する「会員ビジネス交流会」。様々な業種、
規模の皆様と直接会える絶好のチャンス！ 初参加の方ほど、飛び込み営業と比べ、確実に名刺交換が
できる手応えや、他の参加者からの刺激を感じておられます！

★展示ブース枠が１０社に拡大！
第2部フリータイム用に展示ブース（有料）が10枠あり

ます。試食・試飲、新商品を目立たせたい、商品が大
きい、たくさんの商品を陳列したい場合などにご利用く

ウチなんて俺一人
の零細企業やし、
遠慮しとくわ～

★気づきと刺激、人脈作りに！
「多くの企業へ自社ＰＲしたい」
「とにかく人脈を拡大したい」
「コラボする相手を探したい」
「情報収集したい」 等々、

きい、たくさんの商品を陳列したい場合などにご利用く
ださい。

個人事業所の方も、たく
さん参加しておられます
よ！ お気になさらず
ご参加ください！「情報収集したい」 等々、

参加動機は問いません。お気軽にご参加ください。

定 員 84社 120名程度 ★展示ブースは限定10社、5,000円(税込) ★
（1社2名まで）

ご参加ください！
展示ブースも是非！

主催：富山県商工会議所連合会

日 時 平成３０年３月１２日（月）１０：００～１２：３０

場 所 富山国際会議場 2Ｆ
申込〆切

2月23日(金)
展示ブースは
2月15日(木)迄

主催：富山県商工会議所連合会

共催：富山商工会議所、高岡商工会議所、氷見商工会議所、射水商工会議所、

魚津商工会議所、滑川商工会議所、砺波商工会議所、黒部商工会議所

主管：富山商工会議所

協賛：農林中央金庫富山支店



◆交流会（当日）の流れ

チラシやパンフレットは、参加者の各席へ予め配付す
ることができます。また、展示ブース（事前抽選、限定
10社）の準備もお願いします。
10時までにお済ませください。

9:30 開場

※第１部、第２部の開始時刻は目安です。 常連会員のワザ①
「チラシ等を配付」
全社と名刺交換ができない
かも。でも、開始前にチラシ
等を配付すればgood！

全ての参加事業所の方
に自社紹介をしていた
だきます。マイクをまわ
しますので、自席にて、
1社30秒以内でお願いし

10:00～オープニングセレモニー

10:10～

第1部
「30秒プレゼン」

常連会員のワザ②
「印象に残る30秒」
内容を絞る、
商品等を持って見せる、
笑顔で話すなど。
印象に残れば、
後に名刺交換で会話が弾み易い。1社30秒以内でお願いし

ます。

参加者相互に、自由に情報交換や交流が
できるフリータイムです。
名刺をたくさんご準備下さい。

後に名刺交換で会話が弾み易い。

11:00～
第2部
「フリータイム」

常連会員のワザ③
「2名で参加する」
1名は積極的に行動
1名は自席で応対、という感じ

◆国際会議場 2階 会場図（予定）
第2部用「展示ブース」 10社限定

有料（5,000円税込）
申込多数の場合は抽選
申込締切：2月15日(木)

試食･試飲や、
大きな商品、
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展示ブース 大きな商品、
パネルの展示に
オススメ！
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常連会員のワザ④
「名刺交換する企業を
想定しておく」
時間が限られているので、予め
絞り込む、優先順位を決める、
ということは大事かも…

出入口



◆当日までの流れ

お 申 し 込 み
裏面の「申込書」をご記入の上、ＦＡＸでお送りください。
富山商工会議所のホームページでも簡単にお申し込みいただけます。

受 付 案 内

受付後、事務局よりＦＡＸまたはメールでご案内します。
受付状況は富山商工会議所のホームページでご覧いただけます
（掲載に同意された事業所名のみ）。

交流会当日に向けて、ご準備ください。
・自社紹介（30秒間）の発表内容

展示ブース(有料)の
抽選は2月15日です。

当 日 の ご 準 備

・自社紹介（30秒間）の発表内容
・参加者へ配付するチラシ、
パンフレット等（配付される場合）
・お名刺（多めにご用意ください）

デ ー タ 集 送 付

3月1日頃に、事務局より「参加事業所データ集」を発送します。

自社紹介の発表内容を微調整したり、名刺交換する相手を想定したりできま

抽選結果はメールで
ご案内します。

デ ー タ 集 送 付 自社紹介の発表内容を微調整したり、名刺交換する相手を想定したりできま
す。当日の進め方などもご案内します。

交 流 会 当 日 開場は9時30分です。チラシ等を設置されたい場合は、10時までにお済ませ
下さい。

※同日から始まる「第12回とやまビジネスドラフト」にもご参加の場合は、※同日から始まる「第12回とやまビジネスドラフト」にもご参加の場合は、
商談日時が重ならないように調整いたしますので、ご安心ください。

常連会員のワザ⑤ 「参加企業へのメッセージを工夫する」

参加申込書に記載いただく、業種、交流したい相手、参加企業へのメッセージ欄。
上手に使えば、自社ＰＲができます。

（交流したい相手の例）

○○○○を扱っている・扱ってくれるお店、会社

上手に使えば、自社ＰＲができます。
★参加事業所リスト（業種、交流したい相手情報あり）を当所ホームページで公開！
★参加者へ配付する「データ集」には（業種、交流したい相手、参加企業へのメッセージ情報あり）を
掲載します！

募集期間中に
該当の会員事業所へ

地元食材にこだわりのあるお店

元気な高齢者向けのビジネスを考えている方

レジャー・スポーツ関連

催事の担当者

県外客を接待する機会が多い方

社員教育に悩んでいる方 ...etc

参加を呼びかけます！

◇お問い合わせ先

富山商工会議所 企画総務部 （担当：山口）
〒930-0083 富山市総曲輪2－1－3 TEL 076-423-1112 FAX 076-423-1114

E-mail   koryu@ccis-toyama.or.jp



ＦＡＸ：０７６－４２３－１１１４（富山商工会議所行）

（第33回）会員ビジネス交流会参加申込書 主催／富山県商工会議所連合会

所属団体名 ( )富山商工会議所( )高岡商工会議所( )氷見商工会議所( )射水商工会議所

ホームページからも簡単にお申し込みいただけます！ 会員ビジネス交流会 富山 検索

申込受付〆切：平成30年2月23日

( )魚津商工会議所( )砺波商工会議所( )滑川商工会議所( )黒部商工会議所

(      )その他

以下、参加事業所データ集にそのまま掲載します

参加人数等 当日参加人数（ ）名 ※１社２名まで
ブース席（有料5,000円税込、抽選で１０社）を （ 希望する ・ 希望しない ）

事業所名

住所 〒

ＵＲＬ

業種

交流したい
相手（人、企業）

※抽象的でも、具体的でもＯＫ

参加企業へ
メッセージメッセージ
（100字以内）

自社を知って
もらうための
呼び掛けも
ＯＫ！

以下、事務局より受付確認案内や準備で必要となる事項です

同意事項 本ビジネス交流会を盛り上げるため、参加申込の受付状況を当交流会のホームページ
に掲載します。
１．貴事業所名を掲載することに ⇒ （ 同意する ・ 同意しない ）
２．貴事業所のホームページへリンクを貼ることに

⇒ （ 同意する ・ 同意しない ・ ホームページはない ）

連絡担当者 部署 氏名

ＴＥＬ ＦＡＸ

Ｅ－ｍａｉｌ

備考

ご不明な点など
お気軽にどうぞ

※多くの事業所の皆様にご参加いただくため、1社につき2名までのご参加とさせていただきます。
※ご記入いただいた情報は、本事業のほか、富山商工会議所が主催する各種事業の運営に利用させていただきます。
※本ビジネス交流会の参加を契機として発生した取引等につきましては、主催者は一切責任を負いませんので予めご了承くだ
さい。
※当日、お車でお越しの際は、富山国際会議場地下駐車場（有料）のご利用が便利です。


