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【主催】 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部 

【後援】 

東北経済産業局、東北農政局、仙台国税局、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、 

福島県、仙台市、日本貿易振興機構（ジェトロ）青森貿易情報センター・盛岡貿易情報センター・ 

仙台貿易情報センター・秋田貿易情報センター・ 山形貿易情報センター・福島貿易情報センター、 

山形県国際経済振興機構 

【協力】 

青森銀行、みちのく銀行、岩手銀行、七十七銀行、秋田銀行、北都銀行、 

山形銀行、荘内銀行、東邦銀行、日本政策金融公庫  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．商談会概要 

開 催 日：2022 年 8 月 22 日（月）～9 月 2 日（金） 

対 象 者 ：東北 6 県に事業所を有する食品関連及び伝統工芸品や日用品の商品を取り扱う中小

企業・小規模事業者 

バ イ ヤー：東アジア、東南アジア、オセアニア、ヨーロッパ、北米などに販路を有する海外バイヤー及び

国内商社等 15～20 社 

方 法：Zoom にて実施（皆様の事務所・ご自宅の PC からご参加いただきます） 

商談時間：１商談あたり 40 分程度を予定 

参 加 料：無料（商談に参加するために必要な機器、ソフトウェアの費用、通信費、サンプル提供に

係る費用は参加企業のご負担となります） 

※申込企業、参加バイヤー双方のマッチング度の高い順に採択いたします。 

 

２．全体スケジュール（予定） 

4 月 22 日～ 

6 月 10 日 17 時迄 
参加企業募集期間 

7 月下旬 
採否通知・商談スケジュールのご案内 

※参加企業とバイヤーの都合にあわせ商談日時を決定します 

7 月下旬～商談前 
サンプル品の発送 

※バイヤーからサンプル提供依頼があった場合 

7 月下旬～商談前 ウェブ会議システム 接続テスト 

8 月 22 日～9 月 2 日 

商談会当日 

※参加企業とバイヤーの都合によって別途商談日を設ける場合があり

ます 

 

 

 

 

はじめに 

この度、中小機構東北本部では、東北 Good(s) Selection 2022 の一環として日本の食品・飲

料・伝統工芸品や日用品等に関心を持つ海外バイヤー及び国内商社と東北地方の中小企業者と

のオンライン商談会を開催いたします。新型コロナウイルスの影響から海外渡航が困難な中で海外

販路を開拓・拡大するチャンスとなりますので、皆さまからのご応募をお待ちしております。 



（例） 

・商談を希望する全バイヤーが日本語対応可→日本語で記載 

・商談を希望する４社のバイヤーのうち、１社が英語・３社が日本語→英語で記載 

・商談を希望する全バイヤーが英語対応→英語で記載 

３．参加申し込みについて（～6 月 10 日（金）17 時） 

〇応募要件 

・青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県に事業所を有し、日本国内で生産もしくは加工

された食品・飲料（アルコール飲料含）関連、伝統工芸品や日用品等を取り扱っている中小企業者。 

・商談会までに海外取引に向けた準備に取り組める者。 

・ウェブ会議システム Zoom にてビデオ会議が利用可能な PC 環境、ネット環境を有する者（ウェブカメ

ラ、マイク、スピーカーをご準備いただく必要があります）。 

・商談前の接続テストや商談後のアンケートにご協力いただける者。 

 ※お申込み頂いた場合は、本要項巻末の規約に同意したものとみなしますこと、ご承知おき下さい。 

 

〇参加申込について 

・参加申込書および参加候補バイヤーリストは、募集 web ページからダウンロードしてください。 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2022/ucigs50000002krb.html 

・対応言語が英語だけのバイヤーと１社以上商談を希望する場合、申込書は英語で記載してください。 

・対応言語が日本語のバイヤーとだけ商談を希望する場合は、日本語で記載してください。 

 

 

 

 

 

・商品の特徴やストーリー、写真等のビジュアルは、バイヤーが商談先を検討するうえで重要なポイントと

なります。どのような内容を記載すべきか迷われる場合は、中小機構の専門家が無料でアドバイスしま

すので、事務局までご連絡ください。 

 

〇申込期日 

2022 年 4 月 22 日（金）～6 月 10 日（金）17 時締め切り  

※原則、期日以降の受付はできません。 

 

〇提出先 

以下のメールアドレス宛に、参加申込書および参考資料をお送りください。 

tohoku-kokusai@smrj.go.jp 

東北 Good(s) Selection 2022 事務局（中小機構 東北本部内） 

担当：早川、上野（うわの） 

 

〇提出時の留意点 

・食品、日用品（伝統工芸品・日用品・デザイン商品）の 2 分野で申し込みを行う場合は、それぞれ

の様式にて申込書をご提出ください。 

・送付資料の合計サイズが 6.0MB を超過する場合、複数回のメールに分けてご提出いただくか、無

mailto:tohoku-kokusai@smrj.go.jp


自社・商品紹介動画作成について 

オンライン商談においては、動画での自社紹介・商品紹介がより効果的なプレゼン方法として期

待できると考えられます。 

簡単な動画であればスマホの無料アプリを用いて作ることができ、また作成にあたっては中小機構

の専門家のアドバイス支援を利用いただくこともできます。 

これを機に、プレゼン動画の作成を検討してみてはいかがでしょうか。 

○プレゼンテーション資料の作り方（基礎～実践） 

https://www.youtube.com/watch?v=SAFkzHxSn5c 

 

料アップローダー等をご利用の上、ご提出ください。 

・申込書受領後、事務局より受領完了のメールを送付いたします。２営業日以内（受付最終日は当

日中）に受領完了のメールが届かない場合、お手数ですが事務局あてにご連絡ください。 

 

４．採否通知（バイヤーによる選考結果の通知）（7 月下旬予定） 

・参加候補バイヤーが、皆さまの応募書類をもとに商談希望先を選択します。 

・事務局は、皆さまと参加候補バイヤーの希望内容を踏まえ商談会参加企業を決定します。 

・採否通知は、申込書記載のご担当者様あてにメールにてご連絡いたします。 

※必ずしもご希望に沿えない場合がありますこと予めご了承ください。 

・採択となった場合は、あわせて商談予定日時をお伝えいたします。 

・採択後、バイヤーより資料等の追加提出を依頼される場合があります。 

 

５．商談に向けた準備支援（メニューによって受付開始時期が異なりますので、ご留意ください） 

〇オンラインセミナー（各セミナーオンデマンド配信をしております） 

 現地の状況や現地で関心の高い商品に係る情報など海外現地バイヤーの生の声をお届けします。商

談に向けた情報収集の機会として活用いただけますと幸いです。 

〇模擬商談支援（随時受付中） 

 実務や支援にて海外バイヤー・企業との商談経験豊富な専門家が模擬商談を行い、その結果をフィ

ードバックします。 

〇専門家によるアドバイス（随時受付中） 

 各社個別の課題に対する専門家からのアドバイス支援を実施します。 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/overseas_consulting/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SAFkzHxSn5c
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/overseas_consulting/index.html


海外バイヤー 日本企業 

事務局 

専門家 

 

６．商品サンプル送付（7 月下旬～商談前まで） 

・商談予定バイヤーよりサンプル提供を依頼される場合があります。 

・送付先等については、改めて事務局よりご連絡いたします。 

・サンプルの品代や輸送費用等については、企業さまのご負担となりますこと、予めご了承ください。 

※通関等に時間がかかる場合があります。特に国外への生鮮・冷蔵・冷凍品を送付される場合はご注

意ください。 

※サンプル送付時の手続き等については、中小機構の職員・専門家が無料でサポートいたします。 

 

７．ウェブ会議システムの接続テスト（7 月下旬～商談会前まで） 

・本商談会で利用予定の Zoom を実際に使用し、事務局との接続テストを行います。 

・実施方法等については、採択通知後、改めてご担当者様へご連絡いたします。 

 

８．商談当日（8 月 22 日（月）～9 月２日（金）） 

・商談会前に事務局より送付する参加案内メールに記載の URL からウェブ会議システムにアクセスし、商

談に参加していただきます。 

・英語のみ対応可もしくは英語の方がスムーズな商談ができるバイヤーとの商談には、英語での通訳・商

談サポート可能な専門家・スタッフが参加します。 

・１商談の時間は 40 分程度を予定しております。 

・商談後、商談の感想や結果についてのアンケートを提出していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

当日のイメージ 

Zoom による通信 

商談 

Zoom 招待 
Zoom 招待 

商談サポート（通訳） 



９．商談後のフォローアップ支援（商談会後） 

・商談時また商談後に発生した新たな課題や対応すべき問題について、引き続き中小機構の専門家に

よるアドバイス支援をご利用いただけます。 

・また事務局から商談後の取り組み等についてお伺いすることがありますこと、予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外展開ハンズオン支援事業のご紹介 

中小機構では、専門家による、海外現地への調査・商談に向けた計画策定やアポイントメントの取

得、現地活動の同行（商談サポート）、通訳の手配などをセットで行う「海外展開ハンズオン支援

事業」を実施しております。 

本商談会をきっかけに本格的に海外展開を進めたい場合や、本商談会後、改めて現地にて商談・

調査等を行いたい場合は、当事業の利用もご検討ください。 

詳細は、以下 Web ページをご覧ください。 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/overseas_consulting/index.html 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/overseas_consulting/index.html


 

 

 

 

 

東北 Good(s) Selection 2022 「オンライン商談会」 申込・参加規約 

 

（１）本商談会に参加申込を行った段階で、本規約に同意したものとみなします。 

（２）中小機構（以下、「当機構）といいます。）は本規約を随時変更・改訂することができるも

のとします。本規約を変更・改定する場合には、当機構は予めウェブサイトにて本規約を変更・改定

する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を告知します。 

（３）参加申込内容に虚偽がある場合、参加申込をした企業及びその役員が違法な行為または

違法ではないが著しく不正な行為を行った疑いが明らかとなり、商談会に参加することが当機構の信

用を毀損する恐れがある場合等には、参加をお断りする場合があります。 

（４）参加申込をした企業が、当機構の定める反社会的勢力の定義に該当していることが判明し

た場合、その時点での支援中止・商談参加の取り消し等、しかるべき対応を行う場合があります。そ

の際の判断根拠などは公表せず、生じた損害の補償および経費の補填は行いません。 

〇独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程 

https://www.smrj.go.jp/doc/org/response_regulations.pdf 

（５）参加申込書に記載した内容について変更がある場合もしくは参加の辞退をされる場合は、メ

ールにて事務局（tohoku-kokusai@smrj.go.jp）までご連絡ください。 

（６）商談会全体の基本構成、バイヤーとのマッチングは参加申込内容等を加味し、当機構にて

決定いたします。ご希望に沿えない場合がございますので、予めご了承ください。 

（７）バイヤーへのサンプル送付および商談会に参加するために必要な機器、ソフトウェア、通信手

段等を準備し、それらの費用および情報セキュリティーの保護は、参加企業の責任のもと行っていただ

きます。 

（８）参加企業の営業用資料の作成・翻訳等の代行は当機構では行いませんので、予めご了承

ください。 

（９）商談会期中およびその前後を通じて発生したいかなる損害についても、当機構は一切の責

任を負いかねます。 

（１０）新型コロナウイルスの感染拡大等に伴う各国政府による措置、その他災害等やむを得な 

い理由が生じたことにより、商談会の開催もしくはバイヤーの商談会参加が難しくなった場合、事前の

通知の有無を問わず本商談会の内容を一部変更・中止する可能性があります。その際、参加者が

負担した費用を当機構が補填することはできかねます。 

（１１）参加申込書に記載した情報及び提供された資料等は当機構の個人情報保護に関する

方針に則り、適切な管理を行い、当機構が行う中小・ベンチャー企業の支援に関する業務に限って

使用させて頂きます。法令に基づく開示請求がある場合、また本人の同意がある場合やその他の特

別な理由がある場合を除き、後援・協力機関を除く第三者に提供いたしません。機構の個人情報

保 護 の 取 り 組 み に つ い て の 詳 細 は 以 下 の URL を ご 参 照 下 さ い 。

https://www.smrj.go.jp/org/privacy/index.html 

本件に関するお問い合わせ先 

東北 Good(s) Selection 2022 事務局 

（中小機構 東北本部内）早川、上野（うわの） 

℡：022-399-9031 

e-mail： tohoku-kokusai@smrj.go.jp 

https://www.smrj.go.jp/doc/org/response_regulations.pdf
mailto:tohoku-kokusai@smrj.go.jp
https://www.smrj.go.jp/org/privacy/index.html

