
平成平成平成平成

 

 
大分市内の中小企業のみなさまへ

【対象【対象【対象【対象

 

【事業目的】【事業目的】【事業目的】【事業目的】

を設置し、

展経験の少ない中小企業等の販路拡大を支援する
 

【メリット【メリット【メリット【メリット

 ・出展料、小間装飾費、共通

 ・

 ・

 

【【【【対象見本市対象見本市対象見本市対象見本市
 

①①①①

  

  

  
     

  
  

②②②②

  

  

  

     

  
  

【【【【費用負担費用負担費用負担費用負担

 

【【【【応募方法応募方法応募方法応募方法

  

商工労政課まで提出して下さい。
 

【応募【応募【応募【応募

 

 

 

 

 

 

 
※※※※    

「「「「FOOD FOOD FOOD FOOD 

200

す。九州一円のバイヤー･関連事業者はもとより、首都圏のバイ

ヤーも多数来場しますので、食費･飲料や関連機器の販路拡大を

お考えの方は、ぜひご応募下さい。

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度

お問い合わせ･提出先：大分市商工労働観光部

 

 
大分市内の中小企業のみなさまへ

【対象【対象【対象【対象者者者者】】】】        

大分市内に事業所を

※中小企業は、中小企業基本法第２条第１項に規定する中小

企業者（個人企業を含む）

【事業目的】【事業目的】【事業目的】【事業目的】    

大都市圏で開催される見本市で

を設置し、費用面、手続面での

展経験の少ない中小企業等の販路拡大を支援する

【メリット【メリット【メリット【メリット】】】】    

・出展料、小間装飾費、共通

ますので、費用面での負担が大幅に軽減されます。

主催者との書面のやりとり等を市がサポートしますので、

手続面での負担も大幅に軽減されます。

・事前の準備、会場での

できます。 

対象見本市対象見本市対象見本市対象見本市】】】】

①①①①「「「「FOOD STYLEFOOD STYLEFOOD STYLEFOOD STYLE
  会期 平成

  会場 マリンメッセ福岡マリンメッセ福岡マリンメッセ福岡マリンメッセ福岡

  対象 食品･飲料の他、店舗設備や調理機器、容器等
     ※詳細は

  募集数 10101010

②②②②「エコプロ「エコプロ「エコプロ「エコプロ
  会期 平成

  会場 東京ビッグサイト東京ビッグサイト東京ビッグサイト東京ビッグサイト

  対象 省エネ･環境配慮製品･サービス、リサイクル、

水素エネルギー
     ※詳細は

  募集数 10101010

費用負担費用負担費用負担費用負担】】】】    

交通費、宿泊費、
 

応募方法応募方法応募方法応募方法】】】】    

 出展申込書に必要事項を記入の上、

商工労政課まで提出して下さい。

【応募【応募【応募【応募期間】期間】期間】期間】    

平成 29 年

    募集要項、募集要項、募集要項、募集要項、提出提出提出提出

FOOD FOOD FOOD FOOD STYLE 2017STYLE 2017STYLE 2017STYLE 2017

200 社･団体が出展し、約

す。九州一円のバイヤー･関連事業者はもとより、首都圏のバイ

ヤーも多数来場しますので、食費･飲料や関連機器の販路拡大を

お考えの方は、ぜひご応募下さい。

年度年度年度年度            中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業

お問い合わせ･提出先：大分市商工労働観光部

大分市内の中小企業のみなさまへ

    

大分市内に事業所を有する中小企業

※中小企業は、中小企業基本法第２条第１項に規定する中小

（個人企業を含む）

    

大都市圏で開催される見本市で

費用面、手続面での

展経験の少ない中小企業等の販路拡大を支援する

    

・出展料、小間装飾費、共通

費用面での負担が大幅に軽減されます。

主催者との書面のやりとり等を市がサポートしますので、

手続面での負担も大幅に軽減されます。

事前の準備、会場での PR

 

】】】】    ※ 以下の見本市のうち

FOOD STYLEFOOD STYLEFOOD STYLEFOOD STYLE    2017201720172017
平成 29 年 11 月

マリンメッセ福岡マリンメッセ福岡マリンメッセ福岡マリンメッセ福岡

食品･飲料の他、店舗設備や調理機器、容器等
※詳細は裏面「出展対象一覧」をご参照下さい。

10101010 社程度社程度社程度社程度 

「エコプロ「エコプロ「エコプロ「エコプロ    2017201720172017」」」」
平成 29 年 12 月

東京ビッグサイト東京ビッグサイト東京ビッグサイト東京ビッグサイト

省エネ･環境配慮製品･サービス、リサイクル、

水素エネルギー
※詳細は裏面「出展対象一覧」をご参照下さい。

10101010 社程度社程度社程度社程度 

    

交通費、宿泊費、商品等

    

に必要事項を記入の上、

商工労政課まで提出して下さい。

    

年 7 月 3 日(月

提出提出提出提出様式様式様式様式、説明会、説明会、説明会、説明会

STYLE 2017STYLE 2017STYLE 2017STYLE 2017」」」」とは

社･団体が出展し、約 2 万人が来場する食品関連見本市で

す。九州一円のバイヤー･関連事業者はもとより、首都圏のバイ

ヤーも多数来場しますので、食費･飲料や関連機器の販路拡大を

お考えの方は、ぜひご応募下さい。

中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業
≪大分市≪大分市≪大分市≪大分市

お問い合わせ･提出先：大分市商工労働観光部

大分市内の中小企業のみなさまへ 

有する中小企業

※中小企業は、中小企業基本法第２条第１項に規定する中小

（個人企業を含む） 

大都市圏で開催される見本市で、市が「大分市ブース」

費用面、手続面でのサポートを行うことで、

展経験の少ない中小企業等の販路拡大を支援する

・出展料、小間装飾費、共通 PR 冊子製作費を市が負担し

費用面での負担が大幅に軽減されます。

主催者との書面のやりとり等を市がサポートしますので、

手続面での負担も大幅に軽減されます。

PR 方法等の研修を受けることが

見本市のうちいずれか

2017201720172017」」」」 

月 7 日(火)～

マリンメッセ福岡マリンメッセ福岡マリンメッセ福岡マリンメッセ福岡 

食品･飲料の他、店舗設備や調理機器、容器等
「出展対象一覧」をご参照下さい。

」」」」 

月 7 日(木)～

東京ビッグサイト東京ビッグサイト東京ビッグサイト東京ビッグサイト 

省エネ･環境配慮製品･サービス、リサイクル、

水素エネルギー･再生可能エネルギー
「出展対象一覧」をご参照下さい。

商品等運搬費 

に必要事項を記入の上、

商工労政課まで提出して下さい。 

月)～31 日(月

    

、説明会、説明会、説明会、説明会等の詳細等の詳細等の詳細等の詳細

とは 

万人が来場する食品関連見本市で

す。九州一円のバイヤー･関連事業者はもとより、首都圏のバイ

ヤーも多数来場しますので、食費･飲料や関連機器の販路拡大を

お考えの方は、ぜひご応募下さい。 

中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業
≪大分市≪大分市≪大分市≪大分市見本市等参加促進事業見本市等参加促進事業見本市等参加促進事業見本市等参加促進事業

お問い合わせ･提出先：大分市商工労働観光部

有する中小企業 

※中小企業は、中小企業基本法第２条第１項に規定する中小

、市が「大分市ブース」

サポートを行うことで、

展経験の少ない中小企業等の販路拡大を支援する。

冊子製作費を市が負担し

費用面での負担が大幅に軽減されます。

主催者との書面のやりとり等を市がサポートしますので、

手続面での負担も大幅に軽減されます。 

方法等の研修を受けることが

いずれか 1 つ

～9 日(木)（3

食品･飲料の他、店舗設備や調理機器、容器等
「出展対象一覧」をご参照下さい。 

～9 日(土)（3

省エネ･環境配慮製品･サービス、リサイクル、

･再生可能エネルギー関連等
「出展対象一覧」をご参照下さい。 

に必要事項を記入の上、添付書類と合わせ、

月) 

等の詳細等の詳細等の詳細等の詳細についてについてについてについてはははは

万人が来場する食品関連見本市で

す。九州一円のバイヤー･関連事業者はもとより、首都圏のバイ

ヤーも多数来場しますので、食費･飲料や関連機器の販路拡大を

中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業
見本市等参加促進事業見本市等参加促進事業見本市等参加促進事業見本市等参加促進事業

お問い合わせ･提出先：大分市商工労働観光部 

※中小企業は、中小企業基本法第２条第１項に規定する中小

、市が「大分市ブース」

サポートを行うことで、出

。 

冊子製作費を市が負担し 

費用面での負担が大幅に軽減されます。 

主催者との書面のやりとり等を市がサポートしますので、

方法等の研修を受けることが

つ    

（3 日間） 

食品･飲料の他、店舗設備や調理機器、容器等 
 

（3 日間） 

省エネ･環境配慮製品･サービス、リサイクル、

関連等 
 

添付書類と合わせ、

はははは、、、、大分市ホームページにてご確認下さい。大分市ホームページにてご確認下さい。大分市ホームページにてご確認下さい。大分市ホームページにてご確認下さい。

万人が来場する食品関連見本市で

す。九州一円のバイヤー･関連事業者はもとより、首都圏のバイ

ヤーも多数来場しますので、食費･飲料や関連機器の販路拡大を

「エコプロ「エコプロ「エコプロ「エコプロ

730

境関連見本市です。豊富な商談機会、全国･海外への販路開拓のチ

ャンスが見込めますので、自慢の商品･サービス、技術の内外への

販路拡大を検討される方は、ぜひご応募下さい。

・

・

・市税完納証明書

中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業
見本市等参加促進事業見本市等参加促進事業見本市等参加促進事業見本市等参加促進事業

    

 商工労政課

【申【申【申【申しししし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月中 

 

 

 

 

 

 9 月中旬 

 

 

 

 11、12 月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分市ホームページにてご確認下さい。大分市ホームページにてご確認下さい。大分市ホームページにてご確認下さい。大分市ホームページにてご確認下さい。

出展

事業概要

会場：大分市役所８階
※参加を希望される方は商工労政課までご連絡下さい

(本説明会への

※出展決定者は必ずご出席下さい

「エコプロ「エコプロ「エコプロ「エコプロ    2017201720172017

730 社･団体が出展し、約

境関連見本市です。豊富な商談機会、全国･海外への販路開拓のチ

ャンスが見込めますので、自慢の商品･サービス、技術の内外への

販路拡大を検討される方は、ぜひご応募下さい。

7 月 12 日 

7月31日締切 【【【【出展の申出展の申出展の申出展の申

・ブース出展申込書

・会社の定款・見本市出展概要書

・市税完納証明書

中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業中小企業販路拡大応援事業    
見本市等参加促進事業見本市等参加促進事業見本市等参加促進事業見本市等参加促進事業≫≫≫≫    

【見本市出展】【見本市出展】【見本市出展】【見本市出展】

「FOOD STYLE 2017

「エコプロ

商工労政課 TEL 097

しししし込込込込みみみみから出展までの流れ】から出展までの流れ】から出展までの流れ】から出展までの流れ】

 

月 

大分市ホームページにてご確認下さい。大分市ホームページにてご確認下さい。大分市ホームページにてご確認下さい。大分市ホームページにてご確認下さい。

書類審査書類審査書類審査書類審査

出展出展出展出展

出展後、市が指定する様式にて

出展報告書をご提出

【【【【出展検討者説明会出展検討者説明会出展検討者説明会出展検討者説明会
事業概要や応募方法

会場：大分市役所８階
参加を希望される方は商工労政課までご連絡下さい

本説明会への出席は応募の条件ではありません

【【【【事前説明会事前説明会事前説明会事前説明会
※出展決定者は必ずご出席下さい

日時･場所は後日お知らせします

2017201720172017」」」」とは 

社･団体が出展し、約 17

境関連見本市です。豊富な商談機会、全国･海外への販路開拓のチ

ャンスが見込めますので、自慢の商品･サービス、技術の内外への

販路拡大を検討される方は、ぜひご応募下さい。

日締切 

    

    

    

    

    
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

出展の申出展の申出展の申出展の申しししし込込込込みみみみ】】】】
1 

 

  

 

ブース出展申込書 

会社の定款・見本市出展概要書

・市税完納証明書・誓約書

    

【見本市出展】【見本市出展】【見本市出展】【見本市出展】    
 

  

 

FOOD STYLE 2017
 

「エコプロ 2017」

TEL 097-585-6011

    

から出展までの流れ】から出展までの流れ】から出展までの流れ】から出展までの流れ】
 

  

 

    

大分市ホームページにてご確認下さい。大分市ホームページにてご確認下さい。大分市ホームページにてご確認下さい。大分市ホームページにてご確認下さい。    

 

 

書類審査書類審査書類審査書類審査    
 

 

出展出展出展出展者者者者決定決定決定決定    

市が指定する様式にて

報告書をご提出いただきます

 

  

 

出展検討者説明会出展検討者説明会出展検討者説明会出展検討者説明会
 

応募方法等をご説明します

会場：大分市役所８階 大会議室
参加を希望される方は商工労政課までご連絡下さい

応募の条件ではありません

 

事前説明会事前説明会事前説明会事前説明会】】】】    
 

※出展決定者は必ずご出席下さい
日時･場所は後日お知らせします

17 万人が来場する国内最大級の環

境関連見本市です。豊富な商談機会、全国･海外への販路開拓のチ

ャンスが見込めますので、自慢の商品･サービス、技術の内外への

販路拡大を検討される方は、ぜひご応募下さい。

】】】】    

会社の定款・見本市出展概要書 

・誓約書 

    

FOOD STYLE 2017」 

」 

6011 

から出展までの流れ】から出展までの流れ】から出展までの流れ】から出展までの流れ】    

市が指定する様式にて 

いただきます 

出展検討者説明会出展検討者説明会出展検討者説明会出展検討者説明会】】】】 

等をご説明します 

大会議室 
参加を希望される方は商工労政課までご連絡下さい 

応募の条件ではありません) 

    
※出展決定者は必ずご出席下さい 

日時･場所は後日お知らせします 

万人が来場する国内最大級の環

境関連見本市です。豊富な商談機会、全国･海外への販路開拓のチ

ャンスが見込めますので、自慢の商品･サービス、技術の内外への

販路拡大を検討される方は、ぜひご応募下さい。 

    

 

万人が来場する国内最大級の環

境関連見本市です。豊富な商談機会、全国･海外への販路開拓のチ

ャンスが見込めますので、自慢の商品･サービス、技術の内外への



 

  

 

大分市見本市等参加促進事業大分市見本市等参加促進事業大分市見本市等参加促進事業大分市見本市等参加促進事業    「出展対象一覧」「出展対象一覧」「出展対象一覧」「出展対象一覧」    

 

１．ＦＯＯＤ１．ＦＯＯＤ１．ＦＯＯＤ１．ＦＯＯＤ    ＳＴＹＬＥＳＴＹＬＥＳＴＹＬＥＳＴＹＬＥ    2017201720172017------------------------------------------------------------------------------ 

【食品飲料】 

農産物、畜産食品、水産食品、農産加工食品、畜産加工食品、水産加工食品、調味料関連、その他食品、飲料、酒類 他 

【店舗設備/資材/情報・システム・サービス】 

店舗設備・設計、業務用調理機器、容器、施設開設支援、情報管理システム、コンサルティング、販促ツール、店舗サービス機器 他 
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【環境配慮・省エネ・省資源】 

家電・照明、事務機、情報通信、オフィス機器・什器、文具、印刷、自家用・商用車両、運輸（鉄道、航空、船舶）、物流、化学、機械・ 

製造、鉄、非鉄、紙類、繊維、新素材・ナノテクノロジー、住宅・リフォーム・設備、インテリア、建材・資材、建設、ビル、ホテル、流通・ 

小売、衣料、日用品、化粧品、食品・飲料、容器・包装、医薬、スポーツ・レジャー 他 

【リサイクル・環境サービス】 

3R（リデュース・リユース・リサイクル）、大気浄化、水処理、節水、緑化 他 

【エコソリューション】 

環境金融、カーボンオフセット、排出権取引、環境評価・認証、コンサルティング、回収・中古再利用サービス 他 

【異常気象対策】 

気象観測・解析、気象災害対応、インフラ維持管理、感染症対策 他 

【持続可能社会への取り組み】 

CSR、CSV、エシカル、地域支援、環境・エネルギー教育、生物多様性、自然保全、食育、和食、伝統食、製造・加工技術、地産地

消、料理教育 他 

【クリーンエネルギー・再生可能エネルギー】 

太陽光、風力、水力、地熱、地中熱、バイオマス・バイオガス、スマートグリッド、スマートエネルギーシステム、パワーコンディショナ、 

蓄電池、クリーンエネルギー各種発電技術･装置、プラント、オペレーション、メンテナンス、分散型・地域循環型エネルギーシステム、 

エネルギー地産地消、地方創生事業、自治体間連携エネルギー事業、遠隔監視、セキュリティ設備、ファイナンス、リース、保険 他 

【エネルギーマネジメント】 

HEMS、BEMS、FEMS、ユーティリティサービス、アグリゲーションサービス、電力系統監視・制御、デマンドレスポンス、スマートセンタ

ー、送配電システム、ESP（省エネサービス）、省エネルギー技術・機器・設備（コージェネレーション、ヒートポンプ、空調、照明） 他 

【水素エネルギー、水素エネルギー利用社会】 

燃料電池車、水素製造装置・機器、素材・材料・部品、水素ステーション・ディスペンサー、水素サプライチェーン、水素タウン、Power  

to Gasシステム 他 

【技術・研究開発】 

CO2回収・貯留技術（CCS）、低炭素技術、クリーンコールテクノロジー（石炭火力高効率化技術）、大型蓄電池・燃料電池、高効率 

（高熱効率）火力発電・プラント、超高効率ヒートポンプ、蓄熱システム、次世代送配電技術・システム（超電導、宇宙太陽光発電無線

送電） 他 

【発電・売電・取引事業】 

地域産エネルギー供給、再生可能エネルギー供給、電力･ガス小売、セット販売・ポイントサービス、Ｗｅｂサービス・ビッグデータ分析、

省エネ支援、電力市場取引、SPC、信託 他 

【街づくり・スマート社会】 

ゼロエネルギーハウス（ZEH）、ゼロエネルギービル（ZEB）、スマートハウス、スマートビル、スマートコミュニティ、ヒートアイランド対策、 

域エネルギーマネジメント（CEMS）、次世代交通システム、充電・充填設備、インフラ 他 

 


