出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 札幌

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年7月20日(月)

①10:00〜11:30

②16:00〜17:30

会場：ippo札幌セミナー室
札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ４F
地下鉄大通駅またはバスセンター前駅から徒歩3分
駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

定員：①②各10名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 札幌
参加希望時間
会社名

□ ①10：00〜11：30

□ ②16：00〜17：30
役職

TEL
●

氏名

様

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 江別

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年7月21日(火)
16:00〜17:30

会場：江別市民会館 2階 23号室
江別市高砂町6
駐車場有 JR高砂駅より徒歩10分

定員：15名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 江別
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 小樽

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年7月22日(水)
15:00〜16:30

会場：小樽市民会館 8号集会室
小樽市花園5丁目3番1号
JR小樽駅より徒歩5分

定員：12名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 小樽
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で

in
苫小牧

予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年7月27日(月)

10:00〜11:30

会場：苫小牧市民会館 101
苫小牧市旭町3丁目2番2号
駐車場有 JR苫小牧駅から徒歩15分

定員：24名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 苫小牧
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で

in
ニセコ

予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年7月27日(月)

15:30〜17:00

会場：ニセコ町民センター 小ホール
虻田郡ニセコ町字富士見95
定員：20名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in ニセコ
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 函館

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年7月28日(火)
14:00〜16:30

会場：函館市国際水産・海洋総合研究センター大会議室
函館市弁天町20-5
定員：25名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 函館
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 森町

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年7月29日(水)

13:30〜15:00

会場：森町福祉センター（公民館）大会議室
茅部郡森町字御幸町132
定員：39名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 森町
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 石狩

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月3日(月)
13:30〜15:00

会場：石狩市公民館 第1研修室
石狩市花川北6条1丁目42番地(石狩市役所の東側)
定員：18名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 石狩
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 帯広

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月4日(火)
14:00〜15:30

会場：とかちプラザ 特別会議室
帯広市西４条南13丁目1
定員：20名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 帯広
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 釧路

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月6日(木)
16:00〜17:30

会場：釧路市国際交流センター 3階 研修室3
釧路市幸町3-3
定員：15名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 釧路
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 根室

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月7日(金)
16:00〜17:30

会場：根室市総合文化会館 第1講座室
根室市曙町1丁目40
定員：11名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 根室
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 増毛

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月12日(水)
13:00〜14:30

会場：増毛町文化センター 会議室
増毛郡増毛町南畠中町2丁目25番地
定員：12名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 増毛
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 留萌

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月12日(水)
16:00〜17:30

会場：留萌市中央公民館 研修会議室C
留萌市見晴町2丁目
定員：20名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 留萌
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 枝幸

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月13日(木)
13:00〜14:30

会場：枝幸町中央コミュニティセンター 1階 コミュニティサロン
枝幸郡枝幸町本町880番地1
定員：20名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 枝幸
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 紋別

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月13日(木)
17:00〜18:30

会場：紋別市中央公民館 研修室2号
紋別市潮見町１丁目4-3
定員：13名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 紋別
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 網走

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月14日(金)
13:00〜14:30

会場：オホーツク・文化交流センター会議室A
網走市北2条西3丁目
定員：10名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 網走
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 北見

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月14日(金)
17:30〜19:00

会場：北見経済センター 2階 2号の3
北見市北3条東1丁目4
定員：10名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 北見
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で

in
富良野

予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月17日(月)
13:00〜14:30

会場：富良野文化会館 第1会議室 OR 中会議室
富良野市弥生町1-2
定員：10〜33名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 富良野
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 東川

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月17日(月)
16:30〜18:00

会場：せんとぴゅあⅡ (東川町複合交流施設) 多目的室
東川町北町1丁目1番1
定員：10名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 東川
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 美唄

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月18日(火)
10:00〜11:30

会場：美唄市民会館 会議室C
美唄市西4条南1丁目4-2
定員：10名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 美唄
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 旭川

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月18日(火)
15:00〜16:30

会場：道北地域旭川地場産業振興センター2階 研究開発室(2)
旭川市神楽4条6丁目1-12
定員：12名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 旭川
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

出品説明会

全

道

22市町で
予定
催
開

台湾への販路拠点開設による
継続的な販売力強化支援事業

参加
無料

in 深川

共同・協業販路開拓支援事業【マーケティング拠点型】
一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を
行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の
採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこと
となりました。台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売
業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時：

2020年8月19日(水)
15:00〜16:30

会場：深川市中央公民館 2階 第2研修室
深川市5条7-23
定員：15名程度
内容：事業説明、出品申し込みの流れについて
主催：一般社団法人北海道国際流通機構
新型コロナウイルス感染予防対策としてアルコール消毒液の
設置、スタッフのマスク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等
を行います。ご参加の皆様にもマスク着用をお願いいたします。

参加お申し込み用紙
台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業：出品説明会 in 深川
会社名

役職

氏名
様

TEL

●

E-mail

記入頂いた個人情報は、今回の事業目的にのみ利用させて頂きます。

TEL、FAX、E-mailにてお申込みを承ります。

FAX：011-522-7649

〒060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL：011-522-7793 FAX：011-522-7649 E-Mail：info@hi-do.or.jp

