
高梁川流域・備後圏域「産地連携」推進事業実施業務

参加事業者募集要項･参加申込用紙

2022年6月20日（月）

主催

倉敷市・福山市・井原市



1

業務全体に対する基本的な考え方・取組方針

基本方針

ウィズコロナ時代の新たな商環境に順応し、
オンラインとオフラインの強みを活かした
「三備エリア」の販路拡大の支援を行う

取組方針
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①昨年度事業を活かし、参加事業者とバイヤーのマッチング機会の創出。

②オンラインとリアル商談会を有効に活用する事業運営。

③首都圏大規模展示会への出展を契機に、販路拡大、バイヤーマッチングを図る。

④「三備インディゴワークス」のブランディング及び認知の拡大。

⑤参加事業者が自らチャンスを活かせるようフォローアップを充実する。

【業務全体に対する基本的な考え方】

倉敷市、井原市をはじめとする高梁川流域圏と福山市を中心とする備後圏域は、ジーンズ製

品、デニム生地生産を中心とする「繊維」「ものづくり」を行う事業者が集積し、とりわけ

ジーンズ・デニムの聖地として世界的に高い評価と認知を得ている。それぞれの地域の特徴を

活かし、地域間交流をすることで「三備エリア」＝「繊維の一大産地」としてのブランディン

グが可能となり、より強みを活かした事業展開につなげ、地域の事業者の新たな産業需要の創

出を推進する。
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ハイブリッド型商談会の概要

【ハイブリッド型商談会の実施の背景】

「三備エリア＝繊維の一大産地」としてのブランドイメージの醸成を図りながら、新型コ

ロナウィルス感染症の拡大防止に配慮し、効果の上がる商談会を実施するため、オンラインに

よる商談機会の展開と東京での大規模商談会への出展を並行して実施します。

また、首都圏の大規模商談会への出展に当たっては、オンライン展開によるバイヤーとの接

点の拡大を意識しながら、対面でのより多くの商談機会の創出を目指します。

※2020年度に実施した同様の「オンライン展示会」は、日経新聞社が主催する『第1回 日経

地方自治体DXアワード「地域産業デジタル化推進部門」』を受賞しました。

【ハイブリッド型商談会の実施概要】

■オンライン商談会（オンライン展開）

実施期間／令和4年9月12日（月）～令和5年3月31日（金）

※募集事業者総数20社 出展料4万円（税込み）

・オンライン展示会サービス「Granstra」

2020年7月にリリースされた“ブランド”と“バイヤー” をつな

ぐ、新しいカタチのオンライン展示会サービス。大小さまざ

まな業界の展示会の情報が集まる展示会プラットフォームで

もあり、業種を超えたバイヤーとの出会いを支援。

※登録バイヤー数3万人以上／2022年4月現在

※導入実績：458社／2021年7月現在

https://granstra.com/
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■ファッションワールド東京内ジャパンファッションEXPO秋（オフライン展開）

実施期間／令和４年10月18日（火）～20日（木）

※募集事業者総数12社 出展料9万円（税込み）

4小閒ブースに出展し、VMD（ビジュアル・マーチャン

ダイジング）による効果的なブース装飾・展示を行い、

出展ブースの人流の最大化を図ります。

弊社過去実績、コーディネーターを通じて、事前マッチ

ング及びバイヤーの招聘を行い、参加事業者の個別商談

を支援します。

※「ファッションワールド東京」 https://www.fashion-tokyo.jp/

世界中から750社が出展し、23,000人が来場する日本最大のファッション展

https://www.fashion-tokyo.jp/
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ハイブリッド型商談会【実施スキーム】

2．ジャパンファッションEXPO秋

1．オンライン商談会「三備INDIGO WORKS」

9月上旬～
ブランドページ

■期間：令和4年10月18日（火）～20日（木）

■会場：東京ビッグサイト

■参加社数：高梁川流域圏域、備後圏域

オンライン20社・オフライン12社

（予定）

■期間：令和4年9月12日～令和5年3月31日

■Granstraサーバーにて開催

オンライン展示会サービスのGranstraを使用。
豊富な機能でオンライン展示会をサポート。
専用のプラットフォームを活用することで、短期間、
高品質、高機能、低予算でオンライン展示会サイト
が運営できる。

参加事業者

参加事業社

参加事業者ページへ

コンタクトボタンを押す
だけでバイヤーは事業者
とコンタクトができます。

バイヤー様への案内
事前マッチング
産地への招聘

※バイヤーをターゲットにGoogleのディスプレイ・アド・
ネットワーク広告を実施。

↑
参加事業者自らがページを簡単に
更新・デザインできるCMSが実装
されています。
ビザビは、デザイン構築のアドバ
イスをさせていただきます。

誘導

集客
ハイブリッド型商談会
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誘導

ジャパンファッションEXPOへ
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オンライン展示会サービス「Granstra」について

機能・特徴について

オンライン展示会 サービス

（１）継続的にお問い合わせを獲得できる。

お問い合わせ数の推移 （イメージ）

（２）直感的に伝わるデザインと共感を生むストーリーで、

ブランド（参加事業者）の特徴とバイヤーの興味をマッチング

直感的に伝わる
デザイン

ブランドの特徴を演出できる

洗練されたデザイン。

ブランドごとにフォントや

デザインなど 自由に

選択できる

共感を生む
ストーリー

ブランドの特徴を理解させる

ストーリーを掲載。

文章だけでなく、

画像を使った表現が可能。

P-4



5

オンライン展示会サービス「Granstra」について

機能・特徴について

オンライン展示会 サービス

（３）ブランド（参加事業者）にピッタリのページがつくれる。

ビジュアルでブランドの

世界観を演出

ブランドにあわせた
フォントを選べる

SNSリンク

お問い合わせボタン
お気に入り登録ボタン

テンプレートから
最適なレイアウトを選択

テイストにあわせて
背景の色を設定できる

（４）登録・更新が簡単にできる。

〇シンプルで分かりやすい管理画面

〇登録した内容をすぐに確認できるプレビュー機能

〇テンプレートを選択するだけで、どなたでも作成が簡単

〇いつでも更新できるため、常に最新の情報を掲載

〇パソコンはもちろんスマートフォンからも操作が可能
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オンライン展示会サービス「Granstra」について

機能・特徴について

オンライン展示会 サービス

（４）登録・更新が簡単にできる。

登録に必要な情報

・ブランド情報
ブランドページのTOPビジュアル（16：9の横長の画像） *
ブランドロゴの画像 *
ストーリー （画像+文章でブランドを紹介）

・ブース情報
ブースページのTOPビジュアル（16：9の横長の画像） *
ストーリー （画像+文章でブランドを紹介）

・商品情報
基本情報 （商品名・型番・商品説明など）*
商品画像 *
ストーリー （画像+文章で商品を紹介）

掲載までの流れ

1

2

5

3

“ブランド”を登録する

“商品”を登録する

掲載を依頼する
登録が完了しても、自動では掲載されません。登録が完了したら、運営サポート事務局へ連絡。

4

“ブース”を作成する

“ブランド”ページで掲載する商品を選択・登録
メニュー「ブランド」内の「商品」項目にて、掲載する商品を選択する。

アカウントにログイン後に下記の流れで登録します。

①ブランド紹介

⑥商品ラインナップ

③ストーリー

⑤取引条件

ブースページの
完成イメージ

④SNS

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

編集が終わったら保存テンプレートで簡単に
編集・更新が可能
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オンライン展示会サービス「Granstra」について

機能・特徴について

オンライン展示会 サービス

（５）チャットでコミュニケーション、We b会議システムとの

連携でバイヤーとのやり取りがカンタン。

（６）オフラインの展示会でできなかったデータ分析が可能。

■商品ごとの閲覧数やチェック数をデータ化

■データに基づく分析

■次回の商品企画などに活用

■企画段階の商品を掲載して、バイヤーの反応を確認

カタログなどのデータが簡単に送れる

連絡を漏らさないようメールで通知が届く

各種Web会議システムと連携でビデオ会議がスムーズ

ブランド（参加事業者） バイヤー
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【Granstraのバージョンアップについて】

前年度よりもリアルタイムでのアクセスの管理

やオフライン展示会の情報の掲載などがアップ

デートされてます。
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オンライン商談会【Granstra勉強会】

【参加事業者が深く理解し、成果につながるオンライン勉強会を実施】

前回に引き続き、使用するオンライン展示会サービス「Granstra」は、前述の通り、参加事

業者が自社ブースサイトを作成・更新する機能が実装されています。この機会に自社のブラン

ドイメージ、自社商品の見せ方、商品説明などについて検討することで、自社のブランドス

トーリーの再構築が出来ると思います。

より成果の上がる自社ブースサイトを作っていただくため、8月上旬にオンライン勉強会を

実施し、事業実施期間中の商談成立に向けて支援したいと考えます。

出展ブランドの一覧

ブースページ

ブランドの雰囲気や
商品の一覧の掲載

ブランドページ

商品ページ

企業の情報などを掲載

商品の詳細を掲載

展示会ページ

Granstraには4つのページがあります。
それぞれのページでバイヤーに向けた演出ができます。

オンライン商談会｜魅力度アップ勉強会

実施日時／2022年8月上旬

実施内容／オンライン商談会における自社ブースサイトの構築
と効果的なブランド発信及びその商流についてマ
ニュアルを用いて説明します。

参加方法／zoom

講 師／株式会社イーストフィールズ

代表取締役社長 東野 雅晴

株式会社イーストフィールズ

代表取締役社長東野 雅晴

2009年に株式会社博報堂に入社。アカウントエグゼク

ティブとして製造業・サービス業・金融業のクライアント

のブランディングを支援。2013年からビズリーチにて営

業として事業拡大に貢献 (表彰経験多数)、新規事業

HRMOSの立ち上げを担当。2017年に株式会社IROYA

で事業責任者として新規SaaS 事業を立ち上げ。2018 

年に株式会社イーストフィールズを設立。
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オンライン商談会【フォローアップ施策】

【参加事業者の各ブランドページの成果を上げるためフォローアップ施策を強化】

参加事業者の各ブランドページの作成に関しての運用促進のためのフォローに加え、オンラ

イン商談会スタート後のアクセス状況や運用の改善についても、フォローアップを強化します。

P-9

オンライン勉強会8月上旬

オンライン商談会スタート
（Granstraへサイトアップ）

9月12日（月）

グランストラの説明。ページ作成の手順やポイントを
詳しく説明。勉強会後も、各事業者がサイトアップす
るまで細かくフォロー

第1回オンライン運用相談会10月上旬～下旬
Granstra内の動き、商談の進捗に関する情報、改善で
きる点などを共有します。

第2回オンライン運用相談会11月中旬～下旬
Granstra内の動き、商談の進捗に関する情報、改善で
きる点などを共有します。

個別運用相談会／希望事業者随時
各ページの改善点の共有、レポートの補足説明などを
行います。

レポートの提示／全参加事業者毎月
各ページのアクセス数を基に簡単なコメント付きのレ
ポートを提出します。（翌月10日前後に提出）

Granstraと連携したオフラインへの展開
※希望者へ有料でのご案内になります。

＋さらに、、、

Granstraは、

クリエイティブの祭典“rooms”と
協業しています。

roomsは、クリエイティブシーンの活性化を目的

にファッション・ライフスタイル・アート・パ

フォーマンス・飲食など、あらゆるジャンルから

過去20年間でのべ1万組以上のクリエイターが参

加してきたキュレーションイベントです。クリエ

イションを中心にしたコミュニティや経済圏の醸

成を目的に様々なサービスを提供しています。

ROOMS PARK 2022
会期：2022年10月13日(木)～10月16日(日) 会場：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール9F
募集数：200ブランド（想定）
来場予定数：20,000人
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スキルアップセミナーに関して
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セミナー講師（候補）

スキルアップセミナー概要

■事業タイトル／オンラインスキルアップセミナー

■開催時期／2022年8月下旬（予定）

■開催場所／zoomオンラインまたはオフライン（市の施設）にて開催

■参加料／無料

日本貿易振興機構（ジェトロ）推薦の専門家
※具体的な人選は受託後協議させていただきます。

商品ＰＲの専門家

【選出したポイント】

海外ECサイト参入に必要なスキルを身につけるための「デ

ジタルスキルアップ塾」を昨年度岡山県内で開催。反響の

大きかった「効果的な写真の撮り方を学ぶ」と「オンライ

ン商談向けの商談資料の作成」のワークショップを合わせ

て実施。ジェトロが推薦する専門家によるマンツーマン指

導で、商品を見せて、商談するところまでを学ぶことがで

きる。

ジェトロ岡山と
連携予定

アッパービレッジ有限会社
代表取締役

ムラカミヨシコ氏

【選出したポイント】

経営目線で企業・団体の強みを整理し、デザイン制作を通

じて集客・ブランディングのお手伝いをしている。デザイ

ナー、WEB解析士の資格を持ち、相談・制作実績は1,000

件を超える。商品の魅力を引き出し、伝えるブランディン

グの専門家。倉敷芸術科学大学の非常勤講師、岡山県よろ

ず支援拠点のコーディネーターを務める。
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バイヤーへの働きかけ

【バイヤーに対した本事業参加の働きかけについて】

オンライン商談会及びリアル大規模展示会へ、期間中、多くのバイヤーにアクセスしていた

だくため、積極的なアプローチと業界紙等を使った当事業の話題作りを行います。

バイヤーの皆様への話題提供
メールによる案内

電話による案内

プレスリリースを
活用した話題喚起

インターネット広告
からのサイト誘因

オンライン展示会「Granstra」から約3万人のバイヤーにメールで告知

【具体的展開①】

過去の事業実績より、弊社とつながりのある百貨店、セレクトショップ等のバイヤー
へのメール＆電話による案内

【具体的展開②】

バイヤーにオリジナルのプレミアムグッズを提供し、産地の関心を高め、商談の切り
口とする。

【具体的展開③】

JUMBLE TOKYO  SPRING / SUMMER 2021
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具体的展開 7月 8月 9月 10月 11月 12月

①Granstraからの
メール配信

②弊社実績の百貨店、
セレクトショップ
等への案内

③プレミアムグッズ
製作

スケジュールの概略

サイト公開

メールにて案内

ジャパン
ファッション

EXPO

グッズ制作

電話。メール
DMにてご案内

企画・デザイン

メールにて案内
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ジャパンファッションEXPO秋【概要】
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展示会名 ／第13回ジャパンファッションEXPO 秋

開催日時 ／2022年10月18日（火）～20日（木）

会 場 ／東京ビッグサイト

展示会内容／高品質を誇る日本のアパレル・バッグ・シューズ・アクセサリー・

小物、及び素材が出展する展示会です。

ポイント ／・日本最多のバイヤーが来場！新規の販路拡大が可能。

・「商談・受注」をする場です。

・商談マッチングサービスを実施。3,500商談を人工的に創出！

展示会概要

第13回ジャパンファッ

ションEXPO 秋

公式サイト「出展社検

索」にて広告掲載し、

ブースをPRします。
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ジャパンファッションEXPO秋【ブースイメージ／展示スペース】
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展示スペース（予定）

スペース間口：1.1m

ブース奥行：1.6m

ブース高さ：2.5ｍ以下
※ブースサイズは、参加事業者数により変更になる場合がございます。

【主催者準備物】

□ハンガーラック（W900）×１脚

□展示台（W1,100mm×D600mm×H800㎜）×

１台

※什器サイズは現在調整中です。

※ブースのサイズは、参加事業者決定後、調整させていただく場合が

あります。

※パースはイメージです。実際は3面が通路に面したブース設計となります。
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ジャパンファッションEXPO秋【ブースイメージ】

P-14

※パースはイメージです。実際は3面が通路に面したブース設計となります。
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事業実施スケジュール

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

事業定例会議
※事務局のみの実
施。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

参加事業者募集

募集要項

オンライン勉強会

ランディング
ページ

ＰＲ動画

オンライン商談会
メインページ登録

オンライン商談会
事業者ページ登録

スキルアップ
セミナー

バイヤーへの
働きかけ

大型展示会
参加事業者マニュ
アル

大型展示会
運営マニュアル

広報・宣伝

アンケート集計
報告書作成
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内容検討 メール送付 決定

企画検討

募集要項作成 送付

開催マニュアル作成 送付

企画検討 デザイン コーディング サイト公開

企画検討 キービジュアル 編集・更新・登録 サイト公開

編集・更新・登録

サイト公開

リストアップ アプローチ 集客

ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
Ｅ
Ｘ
Ｐ
０
秋

10

月
18

日
（
火
）
～
20

日
（
木
）

インターネット広告ディスプレイ広告
デザイン

ニュースリリース
（PR TIMESなど）

マニュアル作成 送付

マニュアル作成

オンライン開催講師選定 開催案内

メール配信

事前マッチング

3月 下旬
納品

企画検討 撮影・編集 公開
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■申込者（記載の個人情報については本運営・管理以外には使用いたしません）

参加
事業者名

フリガナ

ブランド名

フリガナ

担当者名
フリガナ

役 職

携帯番号 メール

所 在 地
〒

記入日 2022 年 月 日

三備エリア「ハイブリッド型」展示商談会 参加申込用紙①

■参加目的

■ブランドイメージ／ブランド紹介

※参加決定の際にブランド紹介で使用させて頂きますので、掲載を前提にした画像と文章をご記載ください。

ブランドイメージ画像① ブランドイメージ画像②

画像貼付 画像貼付

■参加希望の商談会について

以下の内容について、参加を希望される項目に〇印をご記入ください。

※②リアル大規模展示会は、①オンライン展示会への参加が必須となります。

質問項目 回 答

①オンライン展示会の参加について

②リアル大規模展示会の参加について



17P-17

■ブランドイメージ／ブランド紹介

※参加決定の際にブランド紹介で使用させて頂きますので、掲載を前提にした画像と文章をご記載ください。

ブランド紹介（ブランドコンセプト）

■展示商品

※代表的な展示商品について４点まで記入してください。

展示商品 商品名 ／特徴 上代（税抜）

画像 貼 付

画像 貼 付

画像 貼 付

画像 貼 付

三備エリア「ハイブリッド型」展示商談会 参加申込用紙②

記入日 2022 年 月 日
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＜参加申込用紙提出先・お問合せ先＞

【高梁川流域・備後圏域「産地連携」推進事業事務局】

〒710-0824 岡山県倉敷市白楽町４１２－１ 株式会社ビザビ倉敷支社内

E-Mail：sanchi-renkei@vis-a-vis.co.jp

TEL：086-422-2635 FAX：086-422-2636

担当／三宅（倉敷・高梁川流域担当）、加藤（福山・備後担当）

＜主催＞ 倉敷市・福山市・井原市

申込締め切り：2022年7月7日（木）17時まで

■申し込みから決定、実施までのスケジュール

①6月17日（金）より募集要項案内・参加事業者募集

②7月7日（木）17:00募集締め切り。

③7月11日（月）参加事業者の決定及び通知。

④7月中旬、参加事業者事業マニュアル送付。

⑤7月下旬、参加事業者説明会（オンライン）

⑥8月上旬、Granstra勉強会（オンライン）

⑦8月下旬、スキルアップセミナー（オンラインまたはリアル）

⑧9月12日（月）オンライン展示会サイトオープン

⑨10月18日～20日 リアル大規模展示会出展

■審査結果について
応募締め切り後に選考を行い、審査結果を 7月11日（月）中に、お申込み頂いたすべての方へメールに
てご連絡いたします。なお、決定の経緯等については公表いたしません。

■その他、注意事項
・参加には、本応募による事前審査が必要となります。

・リアル大規模展示会会場、オンライン商談会での即売はできません。

・参加決定後のキャンセルは出来ません。

・リアル大規模展示会会場のブース配置に関しては、展示品目の内容を勘案し、事務局で決定いたします。

・オンライン商談会の出店ブースページの配置は、展示品目の内容を勘案し、事務局で決定いたします。

・展示装飾、商品の輸送等、オンライン商談会の出店方法等、今後の準備の詳細については、参加審査後、
別途ご案内いたします。

・商品運搬費、移動・宿泊等にともなう経費、別途オプション備品の費用、パンフレット等のPR関連備品等
は、参加事業者の負担になります。

・当事業終了後、アンケートにご協力ください。

三備エリア「ハイブリッド型」展示商談会 参加申込用紙③

記入日 2022 年 月 日

mailto:sanchi-renkei@vis-a-vis.co.jp

