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中小企業基盤整備機構 News Release 

 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（略称：中小機構 所在地：東京都港区 理事長：豊永 厚志）

は、東日本大震災により被災した岩手県、宮城県、福島県の中小企業・小規模事業者の地元素材を

使った商品を、百貨店で行う販売会を通じて販路を広げる取組みとして「みちのく いいもん うまいも

ん」を平成 26 年から実施しています。 

これらに加え、今年度は東日本大震災の被災者向けの事業としては、初めて、Ｅコマース(以下「EC」）

支援に特化したイベントを仙台にて実施します。次のとおり大手 ECモール事業者・小売サイトバイヤー

などが集まる「EC まるごとマッチング in Tohoku」を開催し、EC を新たに始めたい方から運営にお困り

の方まで広く悩みを解決します。 

１．「EC まるごとマッチング in Tohoku」の概要 

（１）日時： 2019 年 12 月 3 日（火曜）13：00〜18：00

（２）場所： TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口

（宮城県仙台市青葉区花京院 1-2-15 ソララプラザ 8F） 

２．「EC まるごとマッチング in Tohoku」の特徴・ポイント 

（１） 簡単な出品方法や、いますぐできる「スマホでの商品魅力アップ撮影術」など売れる EC サイト

作りのコツを、EC サイト運用のプロが実践セミナーでそれぞれ解説。

（２） EC の始め方から、運営に関する専門的な質問まで何でも相談できる EC モール事業者、EC

運営サポート事業者のブースを設置。

（３） 大手小売ECサイトのバイヤーに自社商品をアピールできるマッチング大商談会（注）を開催。

（４） ネットショップ開設から、魅力的な店舗になるためのノウハウまでを講師から直接学べるネット

出店体験型ワークショップを開催。(所要：3 時間)

注） 「EC まるごとマッチング in Tohoku」当日に大手小売サイトのバイヤーと優先して商談を行い  

たい方は、2019 年 11 月 15 日（金曜）までに事前登録が必要です。 

（バイヤーと調整の上、時間等の指定を行います。） 

■ 申込みについての詳細は下記をご覧ください。

https://umaimon.smrj.go.jp/ec_matching/

震災復興支援「EC まるごとマッチング in Tohoku」 開催

開催日：12 月 3 日(火曜)  会場：TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口 

https://umaimon.smrj.go.jp/ec_matching/


 
＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

中小機構は、日本の中小企業政策の総合的かつ中核的な実施機関として、全国の中小企業・小規模事業者

への支援をトータルで行う経済産業省所管の独立行政法人です。生産性向上や事業承継など様々な課題を抱

える中小企業に対して、創業、販路開拓、海外展開、人材育成、事業引継ぎ、その他経営面での助言、情報

提供、及び震災復興支援や共済制度、ファンドを通じた資金提供など多様な支援を実施しています。 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先 ＞ 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 震災復興支援部 復興支援課 森山・永塚 

住所：東京都港区虎ノ門 3-5-1虎ノ門３７森ビル 電話：03-5470-1501（ダイヤルイン）  

ホームページ：https://www.smrj.go.jp 

 

    

 

https://www.smrj.go.jp


詳しい情報とお申し込みは

https://umaimon.smrj.go.jp/ec_matching/

集客のコツ、売れるサイトづくりの方法、注目される写真の撮り方、カゴ落ちしない秘訣から、越境ECのノウハウまでを、
ネット通販のプロが実践的に伝授します。 ※事前予約枠と当日枠を用意しています。事前予約が満席でも当日枠でのご参加が可能です。

ぜーんぶ
まるごと
無料

2019年12月3日（火） 13：00～18：00
TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口
宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ8F

日　程

会　場

ECまるごとマッチング in Tohoku

そんな課題をお抱えの方ならどなたでもOK。幅広い層の方からのご参加をお待ちしています。
3ステップすべてに事前予約枠と当日枠を用意。いきなり来ても参加が可能！

ネット通販のプロがお教えする実践セミナー
すぐに役立つ！ 疑問が解決！ とってもわかりやすい！ 充実の講座

Step1

3ステップで、ECを新たな販路とする1日。

ネット通販をお考えの方にも ECサイト運営でお悩みの方にも 販路開拓でお困りの方にも

15：00～15：30（セミナールーム4）
17：00～17：30（セミナールーム2）

株式会社デジタルスタジオ

2019年最新版！海外で売るノウハウを教え
ます！海外3モール+Google、 Facebook
攻略セミナー。

14：00～14：30（セミナールーム4）
17：00～17：30（セミナールーム4）

13：00～13：30（セミナールーム5） 株式会社ベガコーポレーション中小機構

初めて越境ECにもおすすめ！
海外販売で月3,000万円も可能な、越境EC
プラットフォーム「DOKODEMO」とは？

パネルディスカッション 「カリスマセラーと
ＥＣアドバイザーが語るＥＣ活用ポイント」  
登壇者／震災復興支援部 小村幸男、震災復興支援
アドバイザー 高杉透、株式会社ワサビ 大久保裕史

15：00～15：30（セミナールーム3）
17：00～17：30（セミナールーム3）

GMOメイクショップ株式会社

モールに依存しない！自社サイトで成功する
店舗の必勝パターンとは？   22,000店舗
からのECビッグデータを検証！

14：00～14：30（セミナールーム3）
16：00～16：30（セミナールーム2）

株式会社フィードフォース

明日から実践したいEC集客の新定番！
Google検索で商品を宣伝して自社ECを
成長させる方法。

16：00～16：30（セミナールーム3）ストアーズ・ドット・ジェーピー株式会社
自社サイトで100人のファンを作る！今すぐ
無料で始められるネットショップ運営術。

16：00～16：30（セミナールーム4）イーベイ・ジャパン株式会社 
越境ECで欧米に商品が売れる成功のポイ
ントと実践方法。

16：00～16：30（セミナールーム1）アマゾンジャパン合同会社
Amazonで販路拡大！
簡単出品まるごとセミナー。

13：00～13：30（セミナールーム3）
17：00～17：30（セミナールーム1）

アスクル株式会社

アスクルの消費者向けECサイト「LOHACO」
における、中小企業との共創での新たなEC
展開と成功事例紹介。

13：00～13：30（セミナールーム２）株式会社いつも.
［最新］2020年はこう攻める！
楽天・Amazon・ヤフー 3大モール活用ポイント。
スマホ80％時代！売れる商品ページ・キャッチ
コピー・写真・商品説明の実践ノウハウを共有。

14：00～14：30（セミナールーム2）株式会社これから
ネットショップ支援のプロが語る ECサイト
売上最大化セミナー。
AI×コンサルの最強PDCAと最新集客手法。

13：00～13：30（セミナールーム4）
15：00～15：30（セミナールーム2）

ジェイグラブ株式会社

越境ECでありがちな失敗事例集。

15：00～15：30（セミナールーム1）auコマース＆ライフ
キャリア決済でスマホに強い！
au Wowma!での販路拡大方法。

アマゾンジャパン合同会社
AmazonおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.
またはその関連会社の商標です。

13：00～14：30（セミナールーム1）ヤフー株式会社 
これからの方も苦戦中の方も必見！
目指せ月商100万円！ネット通販入門
セミナー。

https://umaimon.smrj.go.jp/ec_matching/


2019.1021 edt.

主催：独立行政法人 中小企業基盤整備機構　共催：岩手県、（公財）いわて産業振興センター、宮城県、福島県
後援：中小企業庁、東北経済産業局、近畿経済産業局、一般社団法人 中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会

検 索PREMIUM 仙台西口TKPガーデンシティPREMIUM 仙台西口８階(全フロア)
宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15ソララプラザ 8F

会　場

Step 3-2
前半【セミナー】

ネットショップスタートアップセミナー 
～これから自社サイトを運営する方必見！
　ネットショップの知識、運営する意義を知ろう～

後半【ワークショップ】

サンプルデータで体験！
ネットショップを開設してみよう

楽天市場、BASEへの出店疑似体験ができます。出店に必要な知識やコツを両社の担当者が直接伝授！ PC実機を用い
てモール出店やネットショップづくりをリアルに体験いただけます。 ※実機を使用する事前予約枠と、聴講参加による当日枠がございます。

ネット通販にトライ！ほんものそっくりの体験ができる！

出店体験型ワークショップ（2講座）

講師： 前田　崇之
　　　（Business&Marketing DivisionMarket Development）
時間：13：30-16：30

講師： 池田　圭介
（店舗開発課マネージャー）

時間：13：30-16：30

【受付】 9：30～17：30（土日祝日休日・年末年始除く）　【担当者】 大成（おおなり）、秋庭、戸田

「ECまるごとマッチング in Tohoku」サポート・運営事務局
TEL 03-6635-3999   FAX 03-5909-8101 Mail umaimon-ec@jtb.comお問合せ先

ECモール・サイト運営事業者9社とECサイトの構築／運営事業者7社および業界団体がお待ちしています。ご関心があるブース
を選んで自由にご相談、ご見学いただけます。 ※当日フリー参加型です。

ECなんでも相談会＆ミニ展示会（17社・団体）13：00～18：00Step 2

ECサイトの構築／運営事業者 EC事業の業界団体

ECモール・サイト運営事業者

ネット通販のことならなんでも相談！ネット通販のプロ17社・団体が出展！

マッチング大商談会（9社）13：00～18：00Step 3-1
ネット通販の大手事業者・バイヤーにみなさまの逸品を売り込むための商談会です。グローバルに消費者とつながる絶好の機会です。

ECまるごとマッチングだから面談できる！大手ネット通販事業者9社とマンツーマンでの商談！

※事前予約枠と当日枠を準備しています。当日枠をご希望される方は商品のご持参をお願いいたします。ただし先着順ですので枠がなくなった場合はご容赦ください。

一般社団法人
中小・地方・成長企業のための
ネット利活用による販路開拓協議会

今、楽天で売上を2倍以上に上げる
店舗が続出！ 楽天ネーションズ
の成功事例紹介。

BASE株式会社 楽天株式会社

アマゾンジャパン合同会社

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-sendai-nishiguchi/access/
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