
第一生命保険株式会社 

2018年8月 

「地域創生ビジネス交流会2018」 
～東京・首都圏と地方をつなぐかけはしに～ 

 
来場社参加案内書 



1．開催趣旨 

 弊社では「お客さま第一主義」という経営理念に基づき、「地域社会の発展」への持続的な

貢献を目指しこれまで一都三県においてビジネス交流会を開催して参りました。 

 2018年度は東京・首都圏と地方をつなぐというコンセプトのもと、各地域の元気のある企業

にご出展等をいただき、官民を挙げた大規模な地域創生ビジネス交流会を開催したいと考え

ております。  

 当イベントは業種・テーマを絞らず各分野から多くの企業さまにご参加いただき、新たなビジネ

ス機会の創出・販路拡大を目的としたビジネスマッチングイベントを目指します。 
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1．開催趣旨 

 弊社では「お客さま第一主義」という経営理念に基づき、「地域社会の発展」への持続的な

貢献を目指しこれまで一都三県においてビジネス交流会を開催して参りました。 

 東京都とは2017年３月６日、民間企業として初めて「ワイドコラボ協定」を締結し、具体的

取組みとして2018年2月に「東京ビジネス交流会」を実施いたしましたが、今年度も2018年

10月18日にビジネス交流会を実施いたします。 

 2018年度は東京・首都圏と地方をつなぐというコンセプトのもと、首都圏のみならず東日本

を中心とした各地域の元気のある企業様にもご出展等をいただき、官民を挙げた大規模な

「地域創生ビジネス交流会」を開催したいと考えております。  

 当イベントは業種・テーマを絞らず各分野から多くの企業さまにご参加いただき、新たなビジネ

ス機会の創出・販路拡大を目的としたビジネスマッチングイベントを目指します。 
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２．＜過去開催内容＞2016年度開催実績 
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神奈川ビジネス交流会 千葉ビジネス交流会 

日付 2016年10月4日（火） 2017年2月6日（月） 

時間 第一部 11：00～14：00 / 第二部 15：00～17：00 

会場 横浜ロイヤルパークホテル ホテルニューオータニ幕張 

来場社数 798社 774社 

協賛・後援 
協賛：株式会社横浜銀行 
後援：神奈川県、株式会社東日本銀行 

協賛：株式会社千葉銀行 
後援：千葉県 
     公益財団法人千葉県産業振興センター 

参加者 
来賓者 

第一生命：渡邉社長 
横浜銀行：川村頭取 
東日本銀行：大神田専務 
神奈川県：黒岩知事 

第一生命：渡邉社長、稲垣常務 
千葉銀行：佐久間頭取、澤井専務 
千葉県  ：今泉 商工労働部 地域産業推進・観光担当部長 

ホスト企業 
展示企業数 

ホスト企業50社 / 展示企業38社 ホスト企業51社 / 展示企業43社 



３．＜過去開催内容＞2017年度開催実績 
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埼玉ビジネス交流会 東京ビジネス交流会 

日付 2017年10月16日（月） 2018年2月7日（水） 

時間 
第一部11：00～13：50 
第二部14：30～16：50 

第一部10：30～13：05 
第二部13：05～15：10 
第三部15：10～17：15 

会場 浦和ロイヤルパインズホテル TKPガーデンシティ品川 

来場社数 943社 1,663社 

協賛・後援 
協賛：株式会社埼玉りそな銀行 
後援：埼玉県・公益財団法人埼玉県産業振興公社 

協賛   ：損害保険ジャパン日本興株式会社 
        アフラック 
特別協力：株式会社みずほ銀行 
後援   ：東京都 

参加者 
来賓者 

第一生命    ：代表取締役社長 稲垣 精二 
埼玉りそな銀行：代表取締役社長 池田 一義 様 
埼玉県          ：副知事 飯島 寛 様 

第一生命            ：代表取締役会長 渡邉 光一郎 
損害保険ジャパン日本興亜 ：専務執行役員 渡邊 貞弘 様 
アフラック             ：副会長 山内 裕司 様 
みずほ銀行          ：専務執行役員 石井 哲 様 
東京都             ：都知事 小池 百合子 様 
日本プロゴルフ協会      ：会長 倉本 昌弘 様 

ホスト企業 
展示企業数 

ホスト企業58社 / 展示企業41社 ホスト企業74社 / 展示企業37社 



4. ビジネス交流会コンテンツ概要（東京開催例） 
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ビジネス交流会主要コンテンツ 

事前予約なしで参加企業が希望される 
ホスト企業との面談を当日提供します。 

【３WINを目指して】 
ビジネス交流会にご参加いただく全ての
企業さまにビジネスチャンスが生まれるべ
く取組んでいきます。 

2017年度 
東京ビジネス交流会実績 
 
申込企業数：2,035社 
ホスト企業面談数：1,799社 
来場社間面談数：3,748回 

来場社同士の当日面談 ホスト（バイヤー企業）との面談 

展示企業における自由商談 

東京・首都圏と地方をつなぐというコンセプトのもと、首都圏・東日本所在の企業様を中心にご出展いただくとともに、東京・首
都圏を中心とした約2,000社の企業様にご来場いただき、大規模な地域創生ビジネス交流会を開催いたします。 

当イベントは業種・テーマを絞らず各分野から多くの企業さまにご参加いただき、新たなビジネス機会の創出・販路拡大を目的
としたビジネスマッチングイベントです。 

商品・見本品の展示を通して自由に 
名刺交換等の商談機会を提供いたします。 

位置探索システムを活用し、面談希望来場社の 
現在地を特定し会場内でお引き合わせします。 

新たなビジネスチャンスの創出 

４ 



5．展示企業について（東京開催例） 

 展示企業様に商品・見本等を展示いただき、来場社様と自由な商談を実施します。 
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6．ホスト（バイヤー）企業との面談実績（東京開催例） 
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【ホスト（バイヤー）企業面談実績】 
事前予約なしに当日予約にて、ホスト企業様と来場社様の個別面談を実施します。 
■総面談数：1,799回 ■ホスト企業各社平均面談回数：24.3回  



7．来場社同士の面談実績（東京開催例） 
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【来場社間面談実績】 
来場社様同士の面談を探索システムにて実施します。 
■総探索回数：3,748回（探索企業数893社）■位置特定率：約90％ 

2018年10月18日実施の 
「地域創生ビジネス交流会」に、 
「来場社」としてのご参加を 
ご検討ください。 
 

＜探索システムによる来場社様同士の面談・探索の様子＞ 



2018年10月18日実施の「地域創生ビジネス交流会」に、 
「来場社としての参加」をご検討ください。 

地域創生ビジネス交流会2018 

実施日時 
2018年10月18日（木） 
10：30～17：00（時間については予定） 

会場 TKP品川ガーデンシティ 

主催・後援・特別協力 

主催：第一生命 
後援：東京都 
特別協力：特別区長会 
協力：北海道、青森県、宮城県、山形県、福島県 

来場社想定 2,000社想定 （参加費無料） 

来場社 
①ビジネスチャンスの拡大を考えている企業 
②弊社親密先企業 

参加費 無料 

ホスト（バイヤー）企業 来場される企業との面談を受けていただく企業・団体 31社 

展示企業 
自社製品・サービスの展示を希望する首都圏ならびに東日本所在の企業・団体 
7/10時点 138社出展  ※出展料無料 

８．2018年度開催概要 
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9．会場案内（ＴＫＰガーデンシティ品川） 

《アクセスマップ》 

〒108-0074  
東京都港区高輪3-13-3（SHINAGAWA GOOS １Ｆ） 
ＴＥＬ：03-5449-7300 
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10．会場イメージ（検討中） 

【ホスト企業ブース】 【展示企業ブース】 

来場社様との面談の様子 自社製品の展示の様子 

【開催セレモニー会場】 

メインホール セレモニーの様子 
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11．2018年度ホスト企業・展示企業 

ホスト（バイヤー）企業 

首都圏のみならず、地方（東日本を中心）から様々な業種の企業が出展。 
自社商品を展示のうえ、当日の来場社とのフリー商談を受付、実施。 

過去開催ビジネス交流会にホストとして出展した中で人気の高かった企業を中心に出展。 
当日の来場社との面談を受付、実施。 

展示企業 

ホスト企業 ホスト企業 

展示企業 

来場社 

地方企業 東京・首都圏企業 
東京・首都圏と 
地方をつなぐ 

地域創生 
ビジネス交流会 

アライアンス 

売買 

来場社 

展示企業 

特別区所在企業からの参加 
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12．来場社企業様として参加されることのメリット 

■来場社企業様としてご参加いただくことで、以下のようなビジネス機会が期待できます。 

１．参加費は無料 

２．展示企業とのフリー面談 

   首都圏にとどまらず、地方（東日本中心）の企業様にも出展いただき、展示企業の商品等を 

   ご覧いただきながら自由な商談機会を提供します。 

３．ホスト（バイヤー）企業との面談 

   事前予約なしに当日予約にて、希望されるホスト（バイヤー企業）と個別面談ブースでの面談 

   機会を提供します。 

４．来場社同士の面談 

   2,000社以上の参加が想定されるなか、探索システムにて面談を希望される来場社との当日面談 

   を実現します。 

 



 出展内容：コーヒーマシンを展示。コーヒーマシンの紹介と試飲を実施。 

 2017.2月千葉ビジネス交流会に初出展し、商機拡大につながり、以降2017.10月埼玉ビジネス交流会 

   2017年2月東京ビジネス交流会と継続して参加（計3回とも展示企業） 

 

【ビジネス交流会における商談例】 

①測量器から事業を多角化し、オフィスへのミネラルウォーターの販売においてウォーターネット（ガロンタイプ） 

  では最大のFC（2,600ヶ所）を有する企業から、水といっしょに販売できるものということでドリップポッドの 

  取引となる。ビジネス交流会の一ヶ月半後に早速、3台納品。 

 

②店舗の改装を検討していた企業より興味を持っていただき、改装を機に取引に至る。 

 

（上記企業様からの声） 

上記を含め、今後具体的な商談に入る企業もいくつもできたので、大変有意義な会となった。 

1３．ビジネス交流会を通じた商談例 

13 



1４．お問い合わせ先・申込〆切 

■地域創生ビジネス交流会に関するお問い合わせは、下記第一生命窓口までご連絡ください。 

 

お申込みに関しては、上記第一生命窓口までご連絡ください。お申込書をお渡しいたします。 

なお、来場社数が所定数に達した場合は締め切らせていただきます。あらかじめご了承ください。 
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＞お申し込み・ご質問・ご確認・ご相談等につきましては、お気軽に下記事務局へお尋ねください。 
 

第一生命保険株式会社 首都圏マーケット統括部 ビジネス交流会運営事務局  

担当：齊藤 怜奈（さいとう れいな）    

         TEL：050-3780-2720  FAX：03-6745-0068 

     E-mail： Saitou527@dl.dai-ichi-life.co.jp  

     住所：〒100-8411 東京都千代田区有楽町1-13-1DNタワー21 

※営業時間 9：00～17：00  

●申込〆切①：9月14日（金） 17：00 

 
 

●申込〆切②：9月28日（金）17：00 

実施日当日に配布する「ＰＲ冊子」に申込企業様のＰＲ文を掲載いたします。 
※ＰＲ冊子：当日来場される全企業様の自社ＰＲが掲載された冊子。 

ＰＲ冊子には掲載されませんが、当日の受付をスムーズにするため、 
受付データに反映いたします。 

























会社使用欄 

地域創生ビジネス交流会2018　参加申込書

※法人番号未取得・未記載での申し込みは事務局にて受付できません。（個人事業主を除く）

貴社名
フリガナ ※

当日の受付・面談予約を担当される方のご連絡先をご記入下さい。■ 担当者

所 

属
担
当
者

法人番号

時間変更

支社（部）

オフィス（PT）

自社の製商品、技術、サービスを具体的にご記入ください。 ［ 150文字 ］

100

50

150

下記に必要事項をご記入のうえ、担当者にお渡しください。

※当社では、記入いただいた内容を右記の業務などに活用いたします。　○ 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供　　○ 当社業務に関する情報提供・運営管理
※各種商品・サービスの詳細は、当社ホームページ（http://www.dai-ichi-life.co.jp/）でご覧いただけます。　※お申込の際にいただいた情報は、当日の運営・名簿作成に使用いたします。

業　種 ※○印がない場合は〔その他〕業種にて記載させていただきます。

01. 建設業 02. 製造業 03. 電気・ガス・水道業 04. 情報通信業 05. 運輸業

06. 卸売業・小売業 07. 金融業・保険業 08. 不動産業 09. 学術研究・広告業 10. 宿泊業・飲食サービス業

11. 生活関連サービス業 12. 教育・学習支援業 13. 医療・福祉業 14. その他サービス業 15. その他〔　　　　　　　　〕

複数にわたる場合は 1 つ選んで○印を記入してください。

 2018年 
9月14日（金）

お申込締切

C18-187-0019（2018.6.25）

第 1 部（10:30 ～13:05） 第 2 部（13:05 ～15:10） 第 3 部（15:10 ～17:00）

ご希望の参加時間にチェックをいれてください（複数回答可）

ご芳名
フリガナ ※

部署名

役 職

携帯番号

Ｅメール
［ 任意 ］

電話番号

ご住所

〒

※○○株式会社など法人格まで正式名称をご記入ください。

（       ）            -     

※名刺を貼付していただいた方は、左記に必ず会社名・ご芳名フリガナをご記入ください。

名刺貼付欄

名刺を添付された方は左記に①会社名フリガナ②ご芳名フリガナのみご記入ください。

ただし、お名刺に必須項目の記載がない場合には、左記にご記入ください。

必 須

必 須

必 須

必 須 必 須

必 須


