
観光マッチング2020
観光商談会

セラー募集!!
9：30～18：00 （1商談20分×12コマ）

2月6日（木）～7日（金）2020年2020年

2020年1月7日（火）

宿泊施設、アミューズメント施設、運送業者、
土産品業者、飲食店、産業視察、体験プログラム
街歩きなどの観光資源をお持ちの企業・団体等

　“観光”をテーマとしてバイヤー（旅行会社）着席型のBtoB商談会です。国内は関東や地元を、海外は東南アジアを中心とした旅行会社
のバイヤーに対し、宿泊施設、レジャー施設、観光関連施設など様々な観光産業に携わる業者が、自社の商品・サービス・施設等を売り
込むスタイルの商談会です。また、会場には、PRスペースも設けますので、顧客発掘、商品開発にご活用いただける絶好の場となります。

●２日間で国内外の旅行社に、自社の商品・サービス・施設等を一度に売り込める！
　関東・地元を中心とする国内旅行社と、韓国、中国、タイ等の海外旅行社と、効率的に商談が可能です。
●予約制の商談会で効率的に商談を進められる！
 　事前予約制の商談会のため、効率的かつ確実に商談が出来ます。（1商談20分）
●商談会申込社限定のPRコーナーで、更により多くの旅行会社などにPR出来る！
　商談会参加企業の方は、特設PRコーナー（長テーブル、イス付き有料）を利用出来ます。
　招聘バイヤーをはじめ福岡県内の旅行会社や、観光産業に携わる企業も来場予定ですので、御社の観光

商品・サービス・施設等を幅広くPRすることが出来ます。
　※定員になり次第締め切らせていただきます。

観光商談会『観光マッチング2020～観光de九州～』とは？

福岡商工会議所 観光商談会 観光マッチング～観光de九州～【事例】
昨年度の、観光商談会で生まれた、商談成立事例について、ご紹介いたします。

他の事例につきましては、ホームページに事例集を掲載する予定です。

《参加のメリット》

申込
締切

対象
業種

開催
日時

◆日時：2020年2月6日(木)・2月7日(金)　9：30 ～ 18：00
　　　　※2月6日（木）18：30 ～バイヤー・セラー懇談会開催

◆会場：西鉄イン福岡2階大ホール（福岡市中央区天神1-16-1）
　　　　※バイヤーセラー懇談会　西鉄イン福岡　ブロッソ

◆対象業種：宿泊施設（ホテル・旅館等）、アミューズメント
（演劇場・遊園地・水族館・動物園・ゴルフ場・

美術館等）、運送業者（鉄道・バス・船舶・タクシー
航空等）、土産品、飲食店、産業視察、体験プログラ
ム（果樹園・体験乗馬・ラフティング・パラグラ
イダー・陶器作り等）、寺社仏閣、街歩きなど観光
資源をお持ちの企業・団体等

◆バイヤー：国内7社、海外10社（11月25日現在）
　　　　　　（参加バイヤーは次ページ）
　　　　　　※追加バイヤーは随時ホームページに掲載します。

◆商談数： 480商談（予定）
（1日最大枠12社×20バイヤー ×2日間）

※1社複数申込可

◆参加費：県内商工会議所・商工会会員企業
　  3,300円（商談追加1件につき1,100円） 
県外商工会議所・商工会会員企業
　  4,400円（商談追加1件につき1,100円）
一般
　11,000円（商談追加1件につき3,300円）
PRコーナー設置料
　  1,100円（1日につき）
バイヤー・セラー交流会
　  5,000円（1人につき）
※詳細は、次ページ観光商談会料金表でご確認ください。

～開催概要～

◆申込み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 HPより参加申込書をダウンロードし、必要事項を入力のうえメールにてお申込みください。
　 HP：https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1034
　 Mail：fkkankou@fukunet.or.jp

地域振興部
地域振興グループ
TEL 092-441-1118後援

九州運輸局、日本政府観光局、福岡県、福岡市
公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー、一般社団法人九州観光推進機構
公益社団法人福岡県観光連盟、一般社団法人日本旅行業協会、九州商工会議所連合会

主催 福岡商工会議所
共催 福岡県商工会議所連合会、福岡県商工会連合会

お問い合わせ

Japanese Mother's Cooking Class in Fukuoka 伊都安蔵里

１．セラー概要

住所：〒814-0104
　　　福岡市城南区別府
　　　2-16-7

電話：092-841-0138

営業時間：11:00～14:00
　　　　　17:00～20:00

２．実績（バイヤーの声）

㈱JTB

Japanese Mother's 
Cooking Class in 
Fukuoka 代表
久我　敦子 様

観光商談会での商談数・商談継続数 （観光マッチング2019年実績）

＊旅行社11社のアンケート結果

３．セラーの声

当社が運営を行なっている
インバウンド向け販売サイ
ト「JAPANICAN.COM」に、
サービス、料金体系等を紹介
した。

実績：少人数のインバウン
ド客を中心に申込み
あり。

バイヤーである旅行会社各社の
ニーズを知ることができ、集客
に向けた取り組みの参考になり
ました。
また、当社の提供するビジネス
は食品を扱うことから、当社の
食品衛生面への対応状況につい
て旅行会社から意見をいただく
ことができたことも今後の事業
展開に役立ちました。

国内
国外

商談数
８社
８社

商談継続数
２社＊

１社＊

国内

１．セラー概要

住所：〒819-1155
　　　糸島市川付882

電話：092-322-2222

営業時間：
　　平日　   10:30～14:30
　　土日･祝 10:30～15:00

２．実績（バイヤーの声）

第一観光㈱

葛原　利香 様

観光商談会での商談数・商談継続数 （観光マッチング2019年実績）

＊旅行社11社のアンケート結果

３．セラーの声

福岡県糸島市の奥座敷にたたずむ「伊都安蔵里」。
築百年を超える古民家にて、自然農法や有機野菜など糸
島と近隣のこだわり農家さんのお野菜と、私たちが思う
心と健康の暮らしの目線で作り上げたお出汁、お味噌、お
酢などを使った旬の食を味わえるレストランを運営。
無農薬野菜や身体に優しい九州の食材・調味料などを取
り扱うセレクトショップも併設している。

当社主催の博多駅発着糸島
地域を巡るバスツアーの昼
食、お土産購入の立ち寄り先
として伊都安蔵里を組みこ
んだ。

実 績： 4月、5月 に ツ ア ー を
催行した。

商談会に参加させていただいた
当初、店舗として観光客誘客の
取り組みは特に実施しておりま
せんでしが、商談会を通して新
たなマーケットの開拓を行なう
ことができました。
海外のお客様も増える中、アジ
ア圏の海外バイヤーと商談でき
たのも良い経験となりました。

国内
国外

商談数
５社
７社

商談継続数
５社＊

２社＊

国内

新鮮な福岡の食材や抹茶、和菓子、季節の果物を使用し、
和食のマナーや文化を楽しんでいただく事が出来る体験
型ビジネスを提供。
福岡市に住むインストラクターと一緒に、食材の購入、和
食の調理、食事の体験を通じて、日本文化に触れることが
できる。



【１】 福岡商工会議所のホームページより参加申込書（エクセル表）をダウンロードし、必要事項
入力の上メールにてお申込みください。

　URL（参加申込書ダウンロード先）　
　　https://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=1034
　E-mail（お申込み先）　fkkankou@fukunet.or.jp

※申込締切　2020年１月７日（火）17時まで

※ホームページをお持ちでない企業・団体様は、提案商品が掲載されている
　パンフレット、および会社概要を郵送かメールにて当事務局まで送付してください。

【２】 １月７日以降、バイヤーが申込書を参考に商談相手企業の選定を行います。
バイヤー選定後、お申込み内容が確定いたします。

【３】 2020年１月17日（金）までに、御社のご担当者様へ“商談予定バイヤー名”“商談予定時間割”
“ＰＲコーナー利用の可否”“請求予定金額”をメールまたはＦＡＸにてご連絡いたします。

※スムーズな商談を行っていただけるよう、セラーの皆様を対象とした商談会対策セミナーを開催
いたします。詳細についてはお申込みセラーに後日案内いたします。

【４】 2020年１月21日（火）までに、当所から御社宛にご請求書をお送りします。
※１月31日（金）までに参加費をお振込みください。
※お振込み後はいかなる理由があっても返金できませんので、あらかじめご了承ください。
※振込手数料は、御社にてご負担いただきますようお願いいたします。

  当日の注意事項
①商談会当日は、会社案内やパンフレット等をご持参ください。
※手渡し資料は印刷物よりも、CD-ROM、DVDやUSBなどの記憶媒体でご準備されることをお勧めします。

②御社の商談時間開始15分前までには必ず受付にお越しください。なお、遅刻、キャンセル等がないように
お願いします。

③PRコーナーご利用の方は、当日13時～ 15時は必ずご着席くださいますようお願いします。
④本商談会を契機に発生した取引等に関するトラブル・損害については、当所は一切責任を負いかねます
ので、ご了承のうえお申し込みください。

⑤商談会当日は、マスコミの取材及び、商談の様子をカメラで撮影させていただき、当所の広報活動に使用
させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

参加申込から当日までの流れ

R

国内参加バイヤー

㈱JTB、西鉄旅行㈱、㈱エイチ･アイ･エス 法人営業本部、第一観光㈱、㈱日本旅行、
東武トップツアーズ㈱、㈱びゅうトラベルサービス

韓国　NTABI GLOBAL、㈱YELLOW BALLOON JAPAN、
　　　㈱モードツアージャパン九州支店、㈱HIKARI GLOBAL福岡支店
中国　㈱JRT瀛遊国際　　　　　　　　　　 　台湾　創造旅行社股份有限公司
シンガポール　FOLLOW ME JAPAN PTE.LTD.　   タイ　ウェンディー・ジャパン㈱
アジア　㈱DREAM INTERFACE、㈱エイチ･アイ･エス 海外事業戦略本部

観光商談会料金表

※PRコーナー設置希望の方は、上記に加え1,100円（1日につき）
※バイヤー・セラー交流懇談会参加希望の方は、上記に加え5,000円（1人につき）
※上記料金は、消費税込みです。

1 社

2 社

3 社

4 社

5 社

6 社

7 社

8 社

9 社

10社

11社

12社

13社

14社

15社

16社

17社

18社

19社

20社

商談数 福岡県内商工会議所
・商工会会員

3,300

4,400

5,500

6,600

7,700

8,800

9,900

11,000

12,100

13,200

14,300

15,400

16,500

17,600

18,700

19,800

20,900

22,000

23,100

24,200

９：００～

９：３０～１２：００

１２：００～１３：００

１３：００～１５：００

１４：００～１５：３０

１５：３０～１６：００

１６：００～１８：００

１８：３０～１９：３０

受付開始、ＰＲコーナー設営開始

『予約制商談』（５コマ）

　　　　休　 憩（昼食）

『フリー商談会』

『予約制商談会』（３コマ）

　　　　　休　 憩

『予約制商談会』（４コマ）

バイヤー・セラー交流懇談会

(14 時から予約制商談が入っている場合は
  商談ブースへ移動してください）

福岡県外商工会議所
・商工会会員

4,400

5,500

6,600

7,700

8,800

9,900

11,000

12,100

13,200

14,300

15,400

16,500

17,600

18,700

19,800

20,900

22,000

23,100

24,200

25,300

一般

11,000

14,300

17,600

20,900

24,200

27,500

30,800

34,100

37,400

40,700

44,000

47,300

50,600

53,900

57,200

60,500

63,800

67,100

70,400

73,700

単位：円 観光商談会スケジュール

海外参加バイヤー

※バイヤーについての詳細は、下記のアドレスにてご確認ください。
　https://www.fukunet.or.jp/event_seminar/relation/event2020/kanko_buyer/

※バイヤー企業は、11月25日現在のものです。　
※追加バイヤーは、随時ホームページに掲載します。●●●●●●バイヤー紹介

※６日(木)のみの開催


