
道内開催初！ 来道外国人500万人時代を迎え撃つ 

【開催】 2017年5月18日（木） 
【時間】 10：00 – 17：00 

【場所】 「SORA」札幌コンベンションセンター 

【主催】 北海道銀行 

【共催】 北陸銀行 日経BP・「日経トップリーダー」 

      経営者クラブ 

【後援】 国土交通省北海道運輸局 

      北海道 北海道観光振興機構 

【協力】 No Maps 実行委員会 

【出展費用】10万円（税別） 

【参加費用】無料（事前申込） 

 
【どんな商談会？】 
主にインバウンド向けの商品開発・サービス・ソ
リューション提供をしている事業者 と 道内の観
光関連事業者 のための展示商談会 
 
【出展者】 ５5社 
商品開発・サービス（ソリューション）提供事業
者等を固定しての展示 
 
【来場者】 500社1,000名程度 
宿泊・飲食・運輸・小売・自治体・観光協会等 

2017年３月３１日（金） 
  ●出展・プレゼンテーション申込〆切 
2017年４月１０日 
  ●出展者・講演会のご案内 ●出展要領の発送 
  ●来場者向け個別商談希望の受付スタート 
2017年４月２８日（金） 
  ●来場者申込〆切（事前申込） 

【基調講演①】 ㈱加賀屋 相談役 小田禎彦 
【テーマ】 日本一のお客様満足経営 
【講演②】 民泊・農泊ビジネスの今後の展開について 
【講演③】 急激に変化する訪日外国人の旅行形態 
【講演④】 OTAから見たFIT戦略 
【対談⑤】 地域の最先端受入態勢事例 
【パネルディスカッション⑥】 
 来道外国人500万人を迎えるための課題と施策 

講演・パネルディスカッション 

スケジュール 

 
最新のマーケティング・多言語対応・システム・サービス・情
報を１０社がプレゼンテーション！申込は不要です。 
 

来場者向け企業プレゼンテーション 商談会概要 



北海道の観光関連事業者・自治体が札幌に集結 

インバウンド向けの様々な
サービス・商品を開発 

巨大な観光消費地 

道内外の最新のインバウンド向けサービス・商品・情報を提供 

地域振興のための受入態勢の充実 

【マーケティング】 
●ＳＮＳ活用  
●インバウンド国別リサーチ 
 
【多言語対応】 
●タブレット活用  
●外国人人材 
●ＷＥＢ制作 
 
【システム】 
●Wi-Fi  
●デジタルサイネージ 
●免税システム ●電子決済 
 
【サービス】 
●保険 ●設計 ●越境EC 
●ラグジュアリー対応 
●ハラル対応  
●民泊・農泊・簡易宿泊所 

お問い合わせ先 ㈱北海道銀行 地域振興公務部 観光産業推進室 
担当：加藤・坂口  TEL：011-233-1271  Email：H101112@hokkaidobank.co.jp 

【基調講演①】 ㈱加賀屋 相談役 小田禎彦 
【テーマ】 日本一のおもてなし経営 
【講演②】 民泊・農泊ビジネスの今後の展開について 
【講演③】 急激に変化する訪日外国人の旅行形態 
【講演④】 OTAから見たFIT戦略 
【対談⑤】 地域の最先端受入態勢事例 
【パネルディスカッション⑥】 
 来道外国人500万人を迎えるための課題と施策 

★展示商談       
★個別商談希望 
★プレゼンテーション会 

●宿泊・旅館  ●運輸  ●旅行      
●小売  ●飲食  ●食品メーカー 
●娯楽  ●スポーツ(アウトドア・体験) 
●人材派遣  ●調査  ●広告 
●自治体   ●観光協会 
●不動産  ●医療   

【サプライサイド】 
サービス・プロダクツ提供会社 

【デマンドサイド】 
道内の観光関連事業者 

商談 

来道外国人500万人を受け入れるには？ 



　

貴社名（前㈱、後㈱、㈲、(社)等を必ずご記載下さい。） 　

お申込み

ご住所 〒

　 参加人数

会社代表者 ふりがな

所属／役職 氏名

来場代表者 ふりがな

所属／役職 氏名

TEL FAX

Email URL

※必ずご記入下さい。出展企業、講演のご案内等をいたします。

※詳細（当日スケジュール、出展者一覧、講演会内容等）につきましては、後日ご案内いたします。

※本用紙の返信を持ちまして参加申込といたします。

本商談会に参加するにあたり、貴社は下記の条項に同意の上，申込みます。

　 支店

【情報開示】当行が、当該申込書にある貴社の情報を後援者、来場者等に開示すること。

【用　　　途】当行が貴社より開示を受けた情報を、商談会および当行のビジネスマッチング業務以外の用途に利用しないこと。

【守秘義務】当行が知り得た貴社の情報は、貴社の同意がない限り、第三者に漏洩しないこと。（ただし、かかる情報が公知の事実である場合を除きます。）

【自己責任】貴社は、商談会参加者との取引開始の是非について、自己の責任に基づき判断、決定すること。銀行は、相手先の経営内容・業務内容・信用状況、相手

先から提出されたデータの内容等に関し、何ら保証するものではありません。銀行は、面談設定の有無、前後を問わず、相手先との取引の成否等については、一切の責任

を負いません。

【駐車場利用について】駐車料金については、貴社でご負担下さい。また、駐車場での盗難等につきましては、当行で責任を負いかねますので、留意願います。（470台

程度完備）

【損害賠償その他】貴社と商談会参加者との間で生じた紛議の処理、および当該商談に関する損害について、当行に故意または重過失がない限り、当行は何ら責任を

負わないこと。

【反社会的勢力でないことの表明・確約】

１．当社(私)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう

ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）

に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

（１）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

（２）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

（３）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有

すること

（４）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

（５）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

２．当社(私)は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

（１）暴力的な要求行為

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為

（５）その他前各号に準ずる行為

前年度売上高 資本金
百万円

設立日
年       月百万円

合計      人

従業員数
人

申込期限平成２９年４月28日(金)

「北海道銀行インバウンド・プロダクツ2017」

お申込み E-mail：H190062@hokkaidobank.co.jp Fax：011-232-1627

来場申込書（無料）



　

　

⑤講演

④プレゼンテーション

①プレゼンテーション

【テーマ】民泊・農泊ビジネスの今後の展開について

★㈱百戦練磨　代表取締役 上山康博

【テーマ】急激に変化する訪日外国人の旅行形態

　　　　～FIT化する各市場にどのように向き合うべきか～

★国土交通省北海道運輸局 観光部 国際観光課 課長 水口 猛

【テーマ】OTAから見たFIT戦略

★Booking.com Japan(株)

北日本地区営業部長　西山泰三

【テーマ】地域の最先端受入態勢事例

★HIS地方創生コンソーシアム　×　美瑛町

㈱エイチ・アイ・エス　本社 オープンイノベーション事業部

地方創生・官民連携推進室　村松　知木

⑥プレゼンテーション

⑦プレゼンテーション

⑤プレゼンテーション

⑧プレゼンテーション

②プレゼンテーション

③プレゼンテーション

多言語対応

【基調講演】「日本一のお客様満足経営」

㈱加賀屋　相談役　小田禎彦

②講演

③講演

⑥講演

その他

（　　　　　　　　）

14:00

⑨プレゼンテーション

⑩プレゼンテーション

展

示

商

談

会

13:00

①基調演会

15:00
④講演

興味のあるカテゴリーを複数✔してください。※希望があれば、個別商談も実施する予定です。

マーケティング 免税 WEB 外国人人材 民泊 デザイン・設計・耐震

SNS デジタルサイネージ ハラル決済

興味のある講演テーマを複数✔してください。 当日スケジュールイメージ

10:00

17:00

12:00

16:00

11:00

【テーマ】

来道外国人500万人を迎えるための課題と施策

【モデレーター】

北海道宝島旅行社 代表取締役 鈴木 宏一郎

特記事項　ご不明な点があればご記載願います。　※駐車場料金は出展者でご負担願います。（470台完備）

※無料Wi-Fiが館内で、1回につき30分まで利用可能です。（1日何回でも利用可）

【詳細】http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/city_wifi.html

●

●

「SORA」札幌コンベンションセンター　〒003-0006　札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1

【交通アクセス】 http://www.sora-scc.jp/access/index.html　【TEL】 011-817-1010

お問い合わせ
【事務局】北海道銀行 地域振興公務部 観光産業推進室　【TEL】011-233-1271

【Email】H190062@hokkaidobank.co.jp　【担当】加　藤 ・ 坂　口

会     場


