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２０２０年１２月２日 

各 位 

 

株 式 会 社 山口フィナンシャルグループ 

株 式 会 社 北 九 州 銀 行 

 

 

「ＹＭＦＧ 海外バイヤーオンライン商談会」の開催について 
 
 

山口フィナンシャルグループ（取締役会長グループＣＥＯ 吉村 猛）、北九州銀行（頭取 

嘉藤 晃玉）は、地域の皆様の海外への事業展開をサポートするため、下記のとおり「ＹＭ

ＦＧ 海外バイヤーオンライン商談会」を開催します。 

人口減少等を要因とした国内の市場縮小により、海外展開の必要性は増しているものの、

コロナ禍において海外への渡航や商談会への参加が困難な状況下にあります。本商談会に

より、海外展開をご検討されている事業者様に向け、国内にいながら海外バイヤーとの商

談が可能なオンラインによる海外販路拡大の機会をご提供いたします。企業の皆様からの

多数のお申込をお待ちしております。 

 

記 

１．概要 

参加バイヤー 

芙蓉海運株式会社（KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO CO.,LTD） タイ 

青島新仁合貿易有限公司        中国 

株式会社 epoc        シンガポール・タイ 

開催日 2020 年 12 月 22日（火） 

対象商材 食品等 （詳細は別添案内をご参照ください） 

商談形式 
個別面談形式（1商談あたり 20 分程度）          

Microsoft Teams を使用し、オンラインでバイヤーとお繋ぎし商談を行います。 

募集対象 山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行のいずれかとお取引のある企業様 

参加費用（税別） 

海外展開アドバイザリーサービス契約先（注） ： 1 商談につき 15,000 円 

上記以外の取引先 ： 1 商談につき 30,000 円 

※ 商談に必要な機器類や通信費、およびサンプルの品代や送付費用は参加企業様のご負担となります。 

主催 山口フィナンシャルグループ、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行 

その他 インターネット環境下にあるＰＣ・スマートフォン・タブレット端末等をご用意ください。 

（注）お申込みの時点で、海外展開アドバイザリーサービス（2019 年 10 月 24 日取扱開始）をご契約のお客様 

 



２．申込方法 

  添付の｢ＹＭＦＧ 海外バイヤーオンライン商談会参加申込書｣と「商談会シート」に

必要事項をご記入のうえ、電子メール（kaisen@ymfg.co.jp）にてお申込みください。

申込書類記入にかかるご不明点は、下記連絡先までお問合せください。 

 

３．申込期限 

２０２０年１２月１０日（木） 

 

４．留意事項 

   本商談会は事前にご提出いただいた資料をもとにバイヤーが商談先を決定します。

プレマッチングが成立しなかった場合は、ご参加いただけませんのでご了承ください。 

以 上 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

山口フィナンシャルグループ 海外戦略部  片山 

ＴＥＬ：０８３-２２３-１４９４ 



YMFG 海外バイヤー
オンライン商談会

２０２０年１２月１０日（木）

◇ 「YMFG 海外バイヤーオンライン商談会参加申込書」および「商談会シート」に
必要事項をご記入のうえ、以下のメールアドレスあてにお送りください。
＜送付先メールアドレス＞ kaisen@ymfg.co.jp

◇ 申込書類記入にかかるご不明点は下記連絡先までお問合せください。
◇ 送付いただいた資料をもとに、バイヤーが参加企業を決定いたします（プレマッ

チング）。
◇ プレマッチングが成立した企業様には参加料をお振込みいただき、バイヤーあて

にサンプルをご送付いただきます。

㈱山口フィナンシャルグループ、㈱山口銀行、㈱もみじ銀行、㈱北九州銀行

山口フィナンシャルグループ（山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行のいずれか）と
お取引のある食品関連※のお客さま
※募集対象となる商材は裏面をご確認ください。

１商談につき30,000円（税別）
※ 海外展開アドバイザリーサービスをご契約のお客さまは15,000円（税別）にて

ご参加いただけます。
※ 面談に必要な機器類や通信費、およびサンプルの品代や送付費用は企業様のご

負担となります。

【個別面談方式：1商談あたり２0分を予定】
Microsoft Teams を使用し、オンラインでバイヤーとお繋ぎして商談を行います。

① 芙蓉海運株式会社（KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO CO.,LTD）（タイ）
② ⻘島新仁合貿易有限公司（中国）
③ 株式会社epoc（タイ・シンガポール）
※ 詳細は裏面をご確認ください。

２０２０年１２月２２日（火）開催日

商談形式

対象

参加費

参加バイヤー

申込方法

申込期限

主催

山口フィナンシャルグループ 海外戦略部 TEL：０８３−２２３−１４９４お問合せ

オンラインによる海外バイヤーとの商談の場をご提供いたします。

海外への渡航が難しい状況下、海外販路拡大にこの機会をぜひお役立てください。

mailto:kaisen@ymfg.co.jp


１．規約の遵守
参加企業は、本商談会へのお申込みをもって、本規約を遵守することに同意するものとします。万一規約に違反した場合は、

参加をお断りする場合があります。この際生ずる損害などに対し、主催者は一切の責任を負わないものとします。
２．参加申込みのキャンセルについて

お申込み後のキャンセルは原則不可とさせていただきます。やむを得ない事情により、お申込みの取り消しをする場合は速や
かに事務局までご連絡ください。なお、やむを得ずキャンセルされる場合、キャンセル料として税込参加料の１００％をご負担
いただきます。

３．当日の欠席、遅刻
当日欠席、遅刻はバイヤーおよび他の参加企業に多大なご迷惑をおかけすることになりますので、くれぐれもご遠慮いただく

ようお願いします。
４．参加の拒否

以下に該当すると主催者が判断した場合は、参加をお断りします。
（１）参加規約に違反した場合
（２）事業内容及び商材が本商談会に不適切、あるいは社会正義に反するものである場合
（３）信用状況の悪化又は法令違反により処罰を受けたこと等により、本商談会への参加が不適切である場合
（４）本商談会に参加予定の海外バイヤーが参加企業との商談を応諾しない場合

５．損害責任
主催者は、直接的にも間接的にも参加企業が被る自然災害や社会不安等による損害、内容及びその結果、参加企業による商談

会で取得した情報の漏えい、通信機器・通信回線・商用ネットワーク・コンピューター等の障害などによって生じた損害は補償
しません。

６．サンプル送付
バイヤーへのサンプル送付は、参加企業により自己の責任のもと行っていただきます。サンプルの品代や送付費用は参加企業

が負担するものとし、主催者は、参加企業が提供する飲食物による中毒、送付物の紛失・遅延等の責任を負いません。
７．商談会の延期・中止

天災・人災等の災害や不可抗力、予期せぬシステム障害等により商談会の開催が困難と判断された場合、主催者の決定により
本商談会の開催を延期または中止することがあります。この場合、延期・中止によって生じた一切の費用・損害等については、
主催者は補償しないものとします。

８．オンラインにおける商談
参加企業は、商談に必要な機器、ソフトウェア、通信手段等を自己の責任と費用負担において準備し、インターネット通信費

用は参加企業が負担するものとします。主催者は本商談会での商談における成否等について一切責任を負わず、また商談相手の
信用状態、品質等については保証できません。

９．個人情報の取り扱いについて
参加企業は、主催者が本商談会出展申込書の中で収集した個人情報を、本商談会の開催及び同商談会の事前・事後のビジネス

マッチング活動に係る目的の達成に必要な範囲内で利用することに同意するものとします。

「YMFG海外バイヤーオンライン商談会」へのお申込みをもって、下記参加規約に同意したものとみなします。

参加規約

バイヤー 国 企業説明 商材

芙蓉海運株式会社
（KOBE-YA SHOKUHIN KOGYO 
CO.,LTD）

タイ タイの大手バイヤー。日本から食品を輸
入し伊勢丹タイランド等の大手百貨店や
多数の現地レストラン等への販売に強み
を持つ。

食品全般
（ただし水、
ジュース等の飲
料は除く）

青島新仁合貿易有限公司 中国 中国山東省に強みを持つ、食品バイヤー。
商材の中心は菓子類（クッキー、飴、
チョコレート）で、ローカルスーパー、
ローカル商社への販路を保有している。

菓子、調味料、
麺類

株式会社epoc シンガ
ポール

・
タイ

日本の食材を中心とした食コンテンツの
海外流通プラットフォームを構築。買付
から輸出入、現地での販売までを一気通
貫で対応。タイに現地法人があり、水産
品等の生鮮品を中心に高品質な食材の輸
出・販売に強みを持つ。

鮮魚、水産加工
品、農産物

各商談ごとに参加費用が必要となりますが、複数のバイヤーへの商談申込が可能です。

※必ずお読みください

参加バイヤー・募集商材



（ 〒 － ）

（中国） （シンガポール・タイ）
※各商談ごとに参加費用が必要となりますが、複数のバイヤーへの商談申込が可能です。

商談を希望する
バイヤー

山口 ・ もみじ ・ 北九州

※お取引のある銀⾏に○を付し、⽀店名をご記⼊ください

銀⾏

＠

⽀店

KOBE-YA
SHOKUHIN KOGYO

CO.,LTD
⻘島新仁合貿易有限公司

所属部署

FAX電話

携帯

企業名

担当者氏名

取引店

所在地

役職名

担当者連絡先

②

②

株式会社epoc

（タイ）

メールアドレス

ＹＭＦＧ 海外バイヤーオンライン商談会
参加申込書

（ふりがな）

商材名 ①

商材の
特⻑・強み

①

参加規約
参加規約に同意のうえ、申込みます

※参加規約を必ずご確認いただき、チェックのうえお申込みください

ご意⾒
ご要望

※ お申込の際には、お手数ですが別途「商談会シート」も併せてご提出ください。
※ 本商談会は事前にいただいた資料をもとにバイヤーが商談先を決定します（プレマッチング）。プレマッチングが成⽴

しなかったお客様は、ご参加いただけませんのでご了承ください。
※ サンプルの事前送付が必須となります。マッチングが成⽴された場合、送付先について別途ご案内いたします。
※ 参加規約をよくお読みのうえお申込みください。

【お申込先】
必要事項をご記⼊のうえ、下記メールアドレスあてご送信ください。
✉ kaisen@ymfg.co.jp 申込締切︓２０２０年１２⽉１０⽇（⾦）
事 務 局︓山口フィナンシャルグループ海外戦略部 Ｔ Ｅ Ｌ︓083-223-1494






	【北九州】「ＹＭＦＧ 海外バイヤーオンライン商談会」の開催について
	【ニュースリリース用】お客様向けご案内

