オホーツク「食」の地域ブランド形成ネットワーク

メールマガジン

第 131 号：令和元年(2019 年)10 月 3 日発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【もくじ】
1

北海道どさんこプラザのテスト販売・第 4 四半期分募集について

2

「第 3 回“日本の食品”輸出 EXPO」共同出展企業の募集について

3

「食のブランド・ステップアップ相談会 in 旭川」の申込期限延長について（再掲）

4

北海道産品取引商談会（東京・大阪会場）の開催について（再掲）

5

北海道どさんこプラザ マーケティングサポート催事・第 4 四半期分募集について（再掲）

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆◇◆
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
1. 北海道どさんこプラザのテスト販売・第 4 四半期分募集について
テスト販売は、販路拡大・商品開発などに取組む道内企業の方々を応援するための制度です。
新商品を 3 ヶ月間、「北海道どさんこプラザ」（東京・札幌・名古屋）で販売し、その過程で
得られた情報をマーケティング活動にご活用ください。売上げ好調な商品はさらに 3 ヶ月間販
売を延長し、販売期間終了後に店から商品の評判や評価などのアドバイスを受けることができ
ます。
テスト販売期間は四半期毎となっており、第 4 四半期（令和２年(2020 年)1～3 月）の
募集期間は、令和元年(2019 年)10 月 1 日～11 月 20 日です。
詳細につきましては、以下のリンクをご確認ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/dosanko/test.htm
○

提出先・お問い合わせ先

オホーツク総合振興局商工労働観光課 担当：伊井、荒川
〒093-8585 網走市北 7 条西 3 丁目
TEL：0152-41-0762 FAX：0152-44-3184
E-mail：abashiri.shoko1@pref.hokkaido.lg.jp
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
2. 「第 3 回“日本の食品”輸出 EXPO」共同出展企業の募集について
道はジェトロ北海道、フード特区機構と連携し、北海道産の食品・食材の販路をさらに
拡大することを目的に、日本最大の食品輸出専門の展示会「第 3 回“日本の食品”輸出 EXPO」
にブースを設け、共同出展企業を募集いたします。
国内で海外バイヤー等と多数の商談ができるチャンスとなりますので、これから輸出を考え
ている事業者様など、多数のご応募をお待ちしております。
《開催概要》
■日程
令和元年（2019 年）11 月 27 日（水）～29 日（金）10:00～18:00 ※最終日は 17:00 まで
■会場
幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）
■申込期限

令和元年（2019 年）10 月 11 日（金）
■その他
募集概要及び申込方法については、以下のリンクをご確認ください。
https://www.h-food.or.jp/news/#8290 （フード特区機構ＨＰ）
■お申込み・お問い合わせ先
（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）北海道貿易情報センター／青沼
TEL：011-261-7434

E-mail：sap@jetro.go.jp

（一社）北海道食産業総合振興機構（フード特区機構）／高崎
TEL：011-200-7000

E-mail：hanro1@h-food.or.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
3. 「食のブランド・ステップアップ相談会 in 旭川」の申込期限延長について
8 月 27 日付け 128 号で配信した相談会について申込期限を 10 月 18 日（金）まで延長いたします。
道北、オホーツク地域（上川・留萌・宗谷・オホーツク）で食料品製造業、農畜産業等を営んでいる方
を対象に、商品の開発や改良、販路拡大に関する相談等を幅広くお受けいたします（商談もできます）。
つきましては、相談会参加者を募集しますので、積極的な参加をご検討いただきますようお願いいたし
ます。
《実施概要》
■日程
令和元年（2019 年）11 月 6 日（水）13:00～16:50
■会場
旭川トーヨーホテル（旭川市 7 条通 7 丁目 32-12）
■申込期限
令和元年（2019 年）10 月 18 日（金）
■申込方法
開催要項、申込方法等については、以下のリンクをご確認ください。
http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/shoku/stepupmousikomi.pdf
開催要領
http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/shoku/stepup.pdf
専門家リスト
http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/shoku/stepupsenmonka.pdf
■お申込・お問い合わせ先
北海道上川総合振興局 産業振興部商工労働観光課 食・観光戦略室（担当：清水）
Tel:0166-46-5320 Fax: 0166-46-5208
E-mail:shimizu.noriaki@pref.hokkaido.lg.jp
北海道オホーツク総合振興局 産業振興部 商工労働観光課：（担当：伊井）
Tel:0152-41-0762 Fax:0152-44-3184
E-mail: abashiri.shoko1@pref.hokkaido.lg.jp
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
4. 北海道産品取引商談会（東京・大阪会場）の開催について

道では、道外の流通関係事業者と道内の製造業者、道産品取扱企業などとの取引を促進
するため、東京及び大阪で「北海道産品取引商談会」を開催しています。
本年度におきましても、以下｢開催要領｣のとおり開催することとし、次のとおり出展企業
を募集いたします。
【開催要領】
■主催：
〈東京会場〉北海道、一般社団法人北海道貿易物産振興会、北海道どさんこプラザ
〈大阪会場〉北海道、一般社団法人北海道貿易物産振興会、株式会社北洋銀行
特別協力：株式会社三井住友銀行、一般社団法人新日本スーパーマーケット協会
※大阪会場は「北洋銀行インフォメーションバザール in Kansai」と合同開催
■日時・場所：
〈東京会場〉日時：令和 2 年 2 月 5 日（水） 13 時～17 時
場所：東京交通会館 12 階ダイヤモンドホール
（東京都千代田区有楽町 2-10-1／電話 03－3212－2931）
〈大阪会場〉日時：令和 2 年 2 月 7 日（金） 13 時～17 時
場所：ホテル阪急インターナショナル 4 階紫苑
（大阪市北区茶屋町 19-19／電話 06－6377－2100）
■出展対象商品：
道内で生産、製造された農産・水産・畜産物並びに加工品、菓子、飲料等の食品
■出展対象企業：
道内に本社(本店)のある上記対象商品の製造・加工メーカー及び取扱企業、関係団体
■出展申込締切：
11 月 22 日（金）
■実施事務局：
（一社）北海道貿易物産振興会
■そ の 他：
（一社）北海道貿易物産振興会のＷＥＢサイトから開催要綱ダウンロードしてください。
http://www.dousanhin.com/news/bz_talk/
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
5. 北海道どさんこプラザ マーケティングサポート催事・第 4 四半期分募集について（再掲）
マーケティングサポート催事は、「北海道どさんこプラザ」の催事会場を活用して、道産品
の展示紹介・市場調査等を目的として実施する制度です。催事会場によって利用条件が異なり
ますのでご注意ください。
■募集期間
マーケティングサポート催事期間は四半期毎となっており、
第 4 四半期（令和２年(2020 年)1～3 月）の募集期間は、
有楽町店、札幌店とも令和元年(2019 年)9 月 10 日～10 月 10 日です。
詳細につきましては、以下のリンクをご覧ください。
（有楽町店）http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/saiji01.htm
（札 幌 店）http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/sapporo_ms_saiji.htm

○ 提出先・お問い合わせ先
オホーツク総合振興局商工労働観光課 担当：伊井・荒川
〒093-8585 網走市北 7 条西 3 丁目
TEL：0152-41-0762 FAX：0152-44-3184
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
♪♪♪ 「食」に関する情報（イベント情報・ニュース・トピックス）募集！ ♪♪♪
ネットワーク事務局では、この地域の魅力である「食」をオホーツク地域全体でＰＲし
ていくため、メールマガジン等の活用により、各機関・各地域で行われているイベント・
セミナー・プロモーション等の情報を集約し、効果的に内外に発信していきます。広くＰ
Ｒしたいイベント情報や、募集記事、地域で情報共有したいトピックスなど、何でも構い
ませんので、「食」に関連する情報がありましたら、是非、事務局にご提供いただきます
ようお願いいたします（下記アドレスまでお願いいたします）。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジンに関するお問い合わせにつきましては事務局までご連絡ください。また、
メールマガジン内のリンクに関しましては利用環境の条件等で、直接アクセスできない場
合がありますので、その際はお手数ですが URL を直接入力の上、ご確認ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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