
日時：２０２３年２月２日（木）～３日（金）開催

2023年2月2日 10：00～18：00
2023年2月3日 10：00～17：00 

会場： 虎ノ門ヒルズ 5階ホールA

オンライン商談会同時開催：１月３０日（月）～２月１０日（金）

ヒットをねらえ！地域のおすすめセレクション２０２３

～ソーシャルグッドな逸品が集う展示会～

募集要項

 

1受付開始：２０２２年８月５日（金） / 応募締切：９月１６日（金）



商品・サービスの開発や新規顧客開拓に取り組む中小事業者等の販路開拓をサポートするために、雑貨、
日用品、食品、観光事業者を対象とした展示会「ヒットをねらえ！地域のおすすめセレクション
2023」を開催いたします。

本展は日本全国のソーシャルグッドなアイテムを展示し、バイヤー他ビジネス関係者に実際に手に取っ
てもらう「リアル展示会」と並行してオンライン商談を実施する“ハイブリット型”展示会として開催。
業界からも大変注目されており、今年で３回目の開催です。
今年度はオンライン商談会の期間を長く設定し、より多くの商談機会創出を目指します。

開催概要

イベント名：ヒットをねらえ！地域のおすすめセレクション２０２３

会期： ２０２３年２月２日（木）～２月３日（金）
（オンライン商談会: １月３０日（月）～２月１０日（金））

リアル展
2日間開催

２月２日（木）１０：００～１８：００

２月３日（金）１０：００～１７：００

虎ノ門ヒルズ５階ホールA（東京都港区虎ノ門1-23-3虎ノ門ヒルズ森タワー５階）

＊商品のみの展示です。事業者が自らブースに立ち、営業することはできません。

１月３０日（月）～２月１０日（金）

オンライン商談会を同時開催します。

＊バイヤーと事業者の商談日時は事務局にて調整します。

オンライン
商談会
12日間開催

出展料： 無料（展示商品の配送・返送等の費用は出展者負担となります）

出展社数： １００社（予定）

来場数： ５００名（予定）

主催： 独立行政法人 中小企業基盤整備機構（中小機構）

同時開催： 観光オンラインアドバイス・商談会

2 受付開始：２０２２年８月５日（金） / 応募締切：９月１６日（金）



会場

虎ノ門ヒルズ５階ホールA
東京都港区虎ノ門1-23-3虎ノ門ヒルズ森タワー５階

アクセス： 「虎ノ門駅」B4出口 徒歩約2分
「虎ノ門ヒルズ駅」B1出口直結

会場面積：７６０平米

会場構成

受付

①展示エリア
雑貨、日用品、食品事業者の商品を展示し
来場者に紹介します。

③オンライン
商談エリア

出展者と来場
者（バイヤー
等）とのオン
ライン商談の
機会を提供し
ます。 ②オンライン接客エリア

商品展示場所にタブレットPCを設置しバイ
ヤーにリモートで接客していただけます。

④観光PRエリア
観光商品のパネル展示を行います。

会場内は、①サンプル展示エリア ②オンライン接客エリア ③オンライン商談エリア
④観光PRエリアの合計4エリアで構成されます。（会場構成は変更となる可能性があります）

3受付開始：２０２２年８月５日（金） / 応募締切：９月１６日（金）



 

前回の実績（2022年1月27・28日開催）

来場者（実績）

来場者の78％が「満足」

～来場者の声、一部抜粋～
「オンラインとの組み合わせにより自分のペースで商品を見ることができた」
「大きい展示会では、あまり見ることのできない国内メーカーの商品が見ることができた」
「生産者と直接話せないのは少し残念に感じたが、オンライン商談もありうまくカバーできていた」

リアル展＋オンライン商談会の「ハイブリッド型」での展示に加え、新しい取組みとしてオンライ
ン接客企画を実施しました。展示商品については「SDGs」や「ソーシャルグッド」をテーマの一
つとして設定したことにより、出展者へのSDGsの意識づけや来場者への地域資源を活用した商品
の新たな価値・魅力を提案することが出来ました。
会場となった東京都において「まん延防止等重点措置」が適用された期間での開催となりましたが、
感染対策を徹底したうえで開催し、来場した方からは「オンラインとの組み合わせにより自分の
ペースで商品を見ることができた」「大きい展示会では、あまり見ることのできない国内メーカー
の商品が見ることができた」とのお声を頂き、満足度の高い展示会となりました。

■来場数：約200人

■オンライン商談数：約260件

■来場者属性：小売店（百貨店、専門店、セレクトショップ、量販店、通販、その他）

卸売、商社、メーカー、美容関連、ホテル、外食産業、旅行代理店、観光業、官公庁、

公共団体、報道、出版、その他

4

中小機構では、地域活性化パートナー企業の方々にもご来場の案内をいたします。
地域活性化パートナー企業とは、中小機構と連携し、中小企業の商品・サービスの開発や

販路開拓などを支援を行う企業や団体のことです。
一覧表は、下記よりご覧ください。

https://www.smrj.go.jp/sme/new̲business/product/index.html

受付開始：２０２２年８月５日（金） / 応募締切：９月１６日（金）

https://www.smrj.go.jp/sme/new_business/product/index.html


本展の特徴

ソーシャルグッドな商品に特化

■商品陳列は、出展者によるディスプレイイメージに基づき、事務局が行います。また事前
にご提出いただく商品説明シートをもとに、中小機構の職員・専門家等がバイヤーに商品
紹介を行います。

■バイヤーからの質問やカタログ送付（食品についてはサンプル送付）などの要望がある
場合は、後日運営事務局からお知らせいたします。

■地域活性化パートナー企業からの要望があった場合は、事業者とのマッチングも
支援します。

リアル＋オンラインのハイブリッド開催1
中小機構が行ったアンケートによると、オンラ
イン商談会を利用するバイヤーの多くはサンプ
ルの確認を求めています。

本展は２日間のリアル展の前後にオンライン商
談会を開催することで、事業者とバイヤーの利
便性を高め、より良い成果につながるマッチン
グを目指します。

新商品を開発して間もない事業者や展示会出展に慣れていない事業者等も参加可能な展示会です。
販促や営業、運営など丁寧にサポートすることで、事業の飛躍を目指します。

2
エシカル消費の重要性はますます高まっ
ています。より一層豊かな社会への実現
に向けて本展ではソーシャルグッドな商
品や企業を支援します。

オンライン接客が可能3
展示場所を訪れたバイヤーに話しかける
ことのできる「オンライン接客」で、あ
たかも目の前で接客をしている感覚で説
明が可能となります。

出展のためのサポート機能が充実（事前・事後）4
皆様のビジネスに役立つセミナーや、出展に向けた細かな質問に対応する個別相談会を活用し、
展示会出展をサポートします。

例）
■虎ノ門オンラインアドバイス
（１回45分間・無料の個別オンラインアドバイス会）
https://www.smrj.go.jp/sme/new̲business/product/favgos000000y392.html

■各種セミナー（以下は昨年度のセミナーのテーマです）
「バイヤーと語ろう！雑貨、この先の5年」
「展示会出展で最大の結果を出すためのアイディア」
「観光アドバイス会で得られた課題について」
「動画制作講座」等

きめ細やかな事務局対応5

5受付開始：２０２２年８月５日（金） / 応募締切：９月１６日（金）



■中小企業の定義（https://www.smrj.go.jp/org/about/sme̲definition/index.html）
製造業：資本金3億円以下又は従業員数300人以下
卸売業：資本金1億円以下又は従業員数100人以下
小売業：資本金5千万円以下又は従業員数50人以下
サービス業：資本金5千万円以下又は従業員数100人以下

■対象外
自社商品を持たない卸売業・小売業
みなし大企業

  

出展対象者

雑貨・日用品：
セレクトショップ・百貨店等を想定した生活雑貨、服飾雑貨、伝統工芸品、民芸品、その他

食品：
＜常温＞加工食品・調味料、菓子、飲料、酒類（小売用）、サプリメント類
＜冷蔵（チルド）＞生鮮三品（精肉・鮮魚・青果）を除く
＜冷凍＞冷凍食品、アイスクリーム、冷凍デザート類

※冷凍・冷蔵については会場に冷凍・冷蔵設備がないため、
パッケージのみの展示や動画等での展示となります。

※原則試食は行いませんが、来場者から要望があった場合は
会期後中小機構からの依頼により、事業者様からバイヤーに直接お送りください。

対象事業者：中小・小規模事業者

対象カテゴリー：雑貨、日用品、食品、その他人々の生活に関連する商品

共通テーマ：ソーシャルグッド（詳細は次ページを参照）

「新たな価値」として「SDGs」や「ソーシャルグッド」の観点を加え、地域・社会・環境に貢献する
ライフスタイル型の商品・サービスを広く募集いたします。

ソーシャルグッドとは？地球環境や社会（地域環境等）に対して、
良いインパクトを与える活動や製品、サービスのことを指します。

人、自然、動物、海、資源等、私たちの日常を取り囲むさまざまな物事を
「良くしよう」と考えることが、より良い未来・社会につながります。

6 受付開始：２０２２年８月５日（金） / 応募締切：９月１６日（金）



■繰り返し使用できる商品
（例）電子メモ、エコバック、My タンブラー、カラトリー、

修理・修繕して長く使える商品 など

■誰でも使える、選べる、誰でも参加できる商品
（例）多様性ジェンダーレス制服、様々な色のランドセル、

カラーバリエーション豊富なファンデーション、
老若男女・外国の方も参加できる観光商品 など

■地域振興に貢献する商品
（例）伝統工芸、地場産業、地元の雇用創出に貢献 、地産地消など

■健康的な生活を増進するような商品
（例）人工着色料、添加物、化学調味料等不使用、

体を動かす機会の提供、促進、手助けするような商品、
ヘルスツーリズム など

商品コンセプト

■売上の一部をソーシャルグッドな取り組みに
（例）売上の一部を慈善団体、社会貢献活動に寄付

地域の子供たちの学びに貢献
地域振興の取り組みに参加、貢献 など

ビジネスモデル

■新たな観点、視点でのソーシャルグッドな取り組み

その他

ここで例示したのはソーシャルグッドな取り組みの一例です。同じ取り組みでも、
「何のために」「何に貢献しようとしているか」によって17の目標が異なってきます。
今回の出展を機に、ぜひ御社の商品がどんな「ソーシャルグッド」に貢献しているのか、また、
御社として何に貢献し、どんな取り組みをしていくのか、ご検討ください。

中小機構ではSDGsに係る経営相談窓口を設置し、皆様のソーシャルグッドな取り組みをサポー
トしています。ぜひ、併せてご活用ください。

■原料、製造工程が環境や社会に配慮されている商品
環境や社会に配慮されている観光商品

（例）社会：フェアトレード商品、ホワイト企業から仕入
人：外国人労働者、障碍者、女性等が開発・製造
環境：従来廃棄していた原材料、アップサイクル素材、

天然素材、フードロス /省エネ/再エネ、
水質汚染しない薬剤を使用 など

■新技術、設計を見直すことで環境に配慮している商品
（例）環境に配慮したインク、包装材の開発、

プラスチックの使用量削減、分別しやすい商品設計、
商品を軽量化することで配送時の環境負荷を軽減 など

原料・製造・配送・サービス

共通テーマ：ソーシャルグッドの事例
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参加条件

地域の中小企業・小規模事業者の方で、販路開拓や企業間マッチングの
きっかけを創出したい方は、是非ご参加ください。

■中小・小規模事業者で、会期までに取引可能な商品及び環境を有すること。

■試作品のマーケティング等、卸を目的としない趣旨での参加はご遠慮ください。
■期間中、来場バイヤーからの質問に答えられるように、オンライン会議システムで

商談会ができる体制をとっていただくこと。
■過去に参加された方は、必ず新商品または未出展商品をご用意ください。

■募集数：100社

■出展料：無料（展示商品の配送・返送等に係る費用は出展者負担となります）

募集数/出展料

テーブルサイズ：幅90 cm × 奥行60 cm （全社共通のテーブルが設置されます）

※ブース位置は事務局にて決定します。

※商品に加えて、販促用のパンフレットや展示用の什器がある場合は、
展示テーブルに収まるようにシミュレーションをお願いいたします。

※テーブルの詳細は、出展決定後に配布する出展者マニュアルに記載します。

展示環境
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※前回の展示の様子（前回はテーブルの奥行が45センチでしたが、今回は60センチになります）

受付開始：２０２２年８月５日（金） / 応募締切：９月１６日（金）



参加条件

地域の中小企業・小規模事業者の方で、販路開拓や企業間マッチングの
きっかけを創出したい方は、是非ご参加ください。

■中小・小規模事業者で、会期までに取引可能な商品及び環境を有すること。

■試作品のマーケティング等、卸を目的としない趣旨での参加はご遠慮ください。
■期間中、来場バイヤーからの質問に答えられるように、オンライン会議システムで

商談会ができる体制をとっていただくこと。
■過去に参加された方は、必ず新商品または未出展商品をご用意ください。

■募集数：100社 

■出展料：無料（展示商品の配送・返送等に係る費用は出展者負担となります）

募集数/出展料

テーブルサイズ：幅90 cm × 奥行60 cm （全社共通のテーブルが設置されます）

※ブース位置は事務局にて決定します。

※商品に加えて、販促用のパンフレットや展示用の什器がある場合は、
展示テーブルに収まるようにシミュレーションをお願いいたします。

※テーブルの詳細は、出展決定後に配布する出展者マニュアルに記載します。

展示環境
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※前回の展示の様子（前回はテーブルの奥行が45センチでしたが、今回は60センチになります）

受付開始：２０２２年８月５日（金） / 応募締切：９月１６日（金）
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■応募期間：２０２２年８月５日（金）～９月１６日（金）

■応募の流れ：

オンラインからのお申込みとなります。
（前回とはお申込み方法が異なりますのでご注意ください）

①出展を希望される商品の情報を、所定の「商品説明シート」（エクセル）に
ご入力ください。複数商品を希望される場合は、商品ごとに作成ください。

   商品シートは、こちらのウェブサイトより入手ください。
   https://www.smrj.go.jp/sme/new̲business/product/ki772s0000005nio.html

②下記のフォームにアクセスの上、必要事項の入力および①で作成した
 「商品説明シート」をアップロードしてください。

オンラインフォームURL：https://krs.bz/smrj-hp/m/1535-e

③上記①②終了後に「確認」ボタンを押下しご登録内容をご確認ください。
確認後、「送信」ボタンを押して、申込完了となります。
申込完了メールが２営業日経っても届かない場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

■注意点
今回は「ソーシャルグッドな逸品」であることがご出展いただくにあたり必要条件となります。
必ず上記フォームの該当箇所に詳細をご入力ください。
ご入力がない方は審査することができませんのでご注意ください。

■選定方法：書面審査
※外部専門家から構成される審査委員が審査を行います。結果の通知はメールにて行います。

■お問合せ先：中小機構 経営支援部 企業支援課 / 担当：平本、狩野
アドレス：renkei@smrj.go.jp
TEL：03-5470-1524（平日9時～17時）
件名：「ヒットをねらえ2023」

皆様のお申込みをお待ちしております。

ご出展希望の方へ/応募方法



特別企画（オンライン接客オプション）

＜お申込みに際し、ご準備いただきたいもの＞

１）対応用のPC
■オンライン商談とは別の機材と対応スタッフを用意してください。
■説明に必要な資料、オンライン非対応時間に表示するためのスライドや動画。
■（推奨）ヘッドセットがあると聞きやすい音声で会話ができます。

２）ZOOMのアカウント
■オンライン商談とは別にアカウントをご用意ください。
■ZOOMのURLは運営事務局より各企業様にご連絡いたします。

※内容は変更の可能性があります。
※詳細は「出展者説明会」等でご説明いたします。
※その他、ご不明な点があれば事務局でフォローさせていただきます。

オンライン商談とは別に、貴社の製品展示場所にタブ
レットPCを設置し、展示場所を訪れたバイヤーに話しか
けることのできる「オンライン接客」で、あたかも目の
前で接客をしている感覚で説明が可能になります。

募集社数：先着20社

申込方法：出展申込のオンラインフォームにて、
「オンライン接客」希望の有無を記入ください。
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■参加決定の通知を受けた後のキャンセルは認められません。
■展示品の管理及び免責について、中小機構及び会場管理会社である森ビル株式会社では、

展示品の損害、盗難、紛失、破損等について一切責任を負いません。
■展示品の会場への配送から返送までの期間、必要と思われる商品への損害保険については、

出展者にて加入してください。
■当日は展示の様子を撮影させていただきます。また、中小機構の広報媒体（HP、Facebook等）で

会期の様子のほか、出展者紹介･商品内容等のPRをさせていただく場合があります。
■ご提出頂いた情報は、バイヤーとして参加する地域活性化パートナー企業等へ開示する場合がありま

す。また、中小機構の他の支援事業の案内・照会のために利用する場合がありますので予めご了承く
ださい。個人情報は「中小企業基盤整備機構 個人情報保護管理規定」に基づき取り扱います。

留意事項

今後のスケジュール

事前
準備

会期
本番

８月５日～９月１６日：出展者募集（応募方法はP10をご参照ください）

１０月上旬：審査結果の通知

１１月：出展者説明会

※１０月以降、さまざまなアカデミーを実施いたします

１月３０日（月）:オンライン商談会開始（～２月１０日まで）

２月１日（水）午前中必着 ：展示品送付

※配送から返送までの期間、必要と思われる商品への

損害保険については、出展者でご加入ください。

２月１日（水）午後：設営

※開封・設営・展示は中小機構の運営事務局が行います。

中小機構は展示品の損害、盗難、紛失、破損等について一切の責任を負いません。

２月２日（木）～２月３日（金）：展示会開催

２月中旬：商品の返送

２月下旬：評価シートの送付（運営事務局→出展者）

サンプルの送付（出展者→バイヤー）

3月 ：進捗状況の確認

※本企画についてのアンケートにご協力をお願いします。
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