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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、２０１６年度より一都三県において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ある『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、また

２０１８年８月２３日には特別区長会と「包括連携協定」を締結し、具体的取組みとして

２０１７年度・２０１８年度に都内にて東京・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

交流会の開催実現に至っております。 

 

 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てまいります。 
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２．＜開催実績＞2017年度・2018年度概要 
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東京ビジネス交流会 地域創生ビジネス交流会2018 

日程 2018年2月7日（水） 2018年10月18日（木） 

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

第一部10：30～13：05 
第二部13：05～15：10 
第三部15：10～17：00 

会場 TKPガーデンシティ品川 TKPガーデンシティ品川 

来場社数 1,663社 2,478社 

協賛・後援 

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 

後援    ：東京都 
特別協力 ：特別区長会、七十七銀行 
協力    ：北海道、青森県、宮城県、山形県、福島県 

参加者 
来賓者 

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 

第一生命   ：代表取締役社長 稲垣 精二 
東京都    ：都知事       小池 百合子 様 
特別区長会 ：会長         西川 太一郎 様 

ホスト(ﾊﾞｲﾔｰ)
企業 

展示企業数 
ホスト(ﾊﾞｲﾔｰ)企業74社 / 展示企業37社 

ホスト(ﾊﾞｲﾔｰ)企業31社 /  
展示企業152社 / 物産展企業5社 



3． ＜開催実績＞ホスト(バイヤー)企業面談について 
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↑来場社が希望のホスト(バイヤー)企業との面談予約を当日行います。 ↑予約時間に各ホストブースにて、面談を実施します。 

ホスト(バイヤー)企業 

●『バイヤー』として来場社からの提案を受ける形で面談を実施。 
●当日会場にて面談予約が可能。 

2018年度開催実績 

 

ホスト(バイヤー)企業
面談実績 

 

1,189面談 
※提供面談数 1,581回 

ホスト(バイヤー)企業
１社平均面談数 

 

38.3回 

当日の面談までの流れ・様子 



3． ＜開催実績＞ホスト(バイヤー)企業面談について 
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■計31社  前回開催時 参加のホスト(バイヤー)企業  ※業種別50音順    



4． ＜開催実績＞展示企業面談について 
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展示企業 

●各社企業ブースを構え、自社製品・サービス等を展示しながら来場社との商談を実施。 
●来場社は当日ブースを自由に回っていただくことが可能。 
●今年度は最大129ブースにて展示予定。 

当日の様子 



4． ＜開催実績＞展示企業面談について 
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前回開催時 参加の展示企業①  ※業種別50音順    



4． ＜開催実績＞展示企業面談について 

8 

前回開催時 参加の展示企業②  ※業種別50音順    



4． ＜開催実績＞展示企業面談について 
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前回開催時 参加の展示企業③  ※業種別50音順    



4． ＜開催実績＞展示企業面談について 
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前回開催時 参加の展示企業④  ※業種別50音順    



5． ＜開催実績＞来場社間面談について 
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来場社間面談とは 

●受付にて全来場社さまへビーコン（GPS）を配布。 
●当日会場にて、第一生命スタッフがご希望の来場社の会場内現在地を特定し、来場社さま同士を 
  その場でお引き合わせする仕組み。 

当日の様子・流れ 

↑来場社がリストをもとに当日面談したい企業さまを検索。  
  赤ジャンパーを着た第一生命スタッフへお声かけいただきます。 

↑第一生命スタッフが企業さまの現在地を特定。 
  お客さまの位置が示されている場所までご案内いたします。 

2018年度開催実績 
総探索回数 

 

5,895回 
※探索スタッフ数 123名 



 企業概要：コーヒーマシンを展開する企業。従業員数約1,200名 

 

【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。 

6．ビジネス交流会を通じた商談例 
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7. ＜開催実績＞来場社さまアンケートより 
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交流会全体の満足度 

「非常に満足」「満足」が７割超 

当日のマッチングについて 

「今後の商談につながった」ケースが8割超 

非常に満足 

23% 

満足 

50% 

どちらともい

えない 

23% 

不満 

3% 

非常に不満 

1% 

前向きな商

談ができた 

18% 

今後商談で

きる見込み 

59% 

成果なし 

19% 

成果に 
つながった 

 

4％ 



地域創生ビジネス交流会2020 

実施日時 2020年2月12日（水）10：00～17：00（時間については予定） 

会場 TKPガーデンシティ品川 （品川駅高輪口より徒歩１分） 

主催・後援 
主催：第一生命 
後援：東京都 
特別協力：特別区長会 

来場社想定 2,000社 

参加費 無料 

ホスト（バイヤー）企業 
来場社との面談を受けていただく企業・団体 
31社を予定 

展示企業 
自社製品・サービスの展示を希望する企業・団体 
129社を予定 

8．2019年度開催概要 
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地域創生ビジネス交流会2020に、「来場社としての参加」をご検討ください。 
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9．2019年度開催概要 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） 



10. 当日までの全体の流れ 
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ホスト 
エントリー 

交流会 
当日 

特別区長会 

•特別区長会会議にて地域創生ビジネス交流会について打ち出し 

•23区ならびに連携先市町村会へ発信、来場社として参加いただける企業さまを呼びかけ 

23区・市町村会 

•各自治体より来場社として参加希望企業募集の発信 

•企業さまからの照会は直接第一生命照会窓口へ連絡（詳細は次ページ） 

第一生命 

•第一生命照会窓口にて照会・参加希望の連絡受付 

•第一生命支社から当該企業へ詳細説明に訪問、参加の場合は申込受付 



■お問い合わせ先 
地域創生ビジネス交流会2020 に関するお問い合わせ・資料請求・参加お申込につきましては、 
下記の第一生命事務局までご連絡ください。 
  

11．お問い合わせ先・お問い合わせ受付期間 
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2019年11月29日（金）迄  
 

※当日参加につきましてご検討いただいている場合は、お早めにご連絡いただきますと幸いです。 
 

■お問い合わせ受付期間 

第一生命 地域創生ビジネス交流会2020 事務局 
 
担当： 第一生命 首都圏マーケット統括部  齊藤 怜奈（さいとう れいな）   
TEL： 050-3780-2720  
E-mail： Saitou527@dl.dai-ichi-life.co.jp 
住所：  〒100-8411 
  東京都千代田区有楽町1-13-1 DNタワー21 新館14階 
営業時間：9：00～17：00（平日）  


