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花の都しずおか大商談会2022
WEB カタログ/ふじさんめっせ会場開催 出展者用要領

１ 趣 旨

平成 27 年度から静岡県産花きの販路を開拓し、消費の拡大につなげるため、県内外

の花き市場や販売店等を対象に、県内の鉢物・花壇苗生産者が参加する商談会を過去

６回開催してきました。令和３年度第７回目の商談会を、ふじさんめっせでの会場開

催と、生産者の商品３ヶ月情報を WEB カタログ形式で公開します。

開催テーマ「しずおか新たな挑戦」

２ 開催概要

（1）WEB カタログについて

専用ホームページに各生産者の 2022 年冬・春の生産品目を紹介する個人ページを開設

します。個人ページは事前に各出展者が入力し、事前登録した全国の市場担当者や花き

関係バイヤーが閲覧、受注商品について個別に PR していただきます。

① 出展申込期間

令和３年 11 月下旬

② WEB カタログ公開期間

○第１回 令和３年 12 月６日正午～２月下旬

○第２回 令和４年３月上旬～５月下旬（予定）

（2）商談会（ふじさんめっせ会場開催）

感染症対策を万全に行い、展示商談会をふじさんめっせで実施します。

項目 内容 出展料

WEB カタログ

・ホームページに出荷可能な商品情報

を公開

・12～２月と３～５月の商品情報を公

開予定

■WEB＋ふじさんめっせ

（テーブル使用なし）

６，０００円／１出展

■WEB＋ふじさんめっせ

（テーブル使用あり）

８，０００円／１出展

■団体出展

１０，０００円／１出展

ふじさんめっせ

会場開催

・対面形式での商談会を実施

・２月８日（火）搬入

・２月９日（水）開催

公開内容

屋号 取扱い商品のカテゴリー

担当者名 取扱い市場

商品情報（名称、サイズ、入り数、出荷予定数、出荷時期、コメント）

商品画像 価格（上代）
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① 開催概要

○２月８日（火）搬入 13 時～20 時

○２月９日（水）当日 ９時～17 時

② 注意事項

・商談ブースでの生産者受注商品の現品の引渡しは、原則 13 時以降とします。

・展示内容に応じて養生を実施してください。

・県中、西部地区の生産者の商品を搬入・搬出するためのトラックのチャーター便

の運行を有料にて検討します。

※集荷場所は①県西部方面、②県中遠方面 等を予定しています。

・出展料は、申込内容（テーブルあり、なし）で金額が異なりますのでご注意くだ

さい。

・20 時まで空調は入れますが、天候等により会場内の温度が 10℃を下回る場合があ

るので、搬入については各自で判断してください。

③ ブース概要

２/８
（火）

13：00～15：00 会場準備

15：00～20：00 搬入・設営

２/９
（水）

９：00～10：30 準備

10：45～10：50 開会式

11：00～15：00 商談会

15：00～17：00 撤収

基本ブース仕様（1ブース間口 1.8ｍ×奥行 2.0ｍ） 備考

■ テーブル使用あり

テーブル１（幅 1.8ｍ×奥行 0.6ｍ）、ビニールクロス

展示パネル１（幅 1.2ｍ×高 1.8ｍ）、社名表示、

いす１脚（今年度に限る）

■ テーブル使用なし

社名表示、いす１脚、展示パネルが必要な場合は１枚使用可能

・１出展５ブースまで

・感染症対策のため、実際のブ

ースより広く設定する場合があ

ります

〇〇園

1.2m

2.0m

0.6m

1.8m

1.8m

出展料8,000円

テーブル用ビニールクロスは各自で敷いてください

【テーブル使用なしの出展】

展示パネルが必要な場合は、
申込時に記載してください。

展示パネルはブース数に関わらず１事業者１枚です。

【テーブル使用ありの出展】

6,000
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（3）共通

① 出展条件・出展料

② 募集出展数 50 出展

３ 主 催

○花の都しずおか大商談会実行委員会

○ふじのくに花の都しずおか推進協議会

静岡県花卉園芸組合連合会、静岡県鉢物生産振興会、静岡県花き市場連合会、

花咲くしずおかフラワーネットワーク会議、静岡県花の会連合会、静岡県華道連盟、静岡県

４ 出展申込

※ＷＥＢ商品紹介と会場はセットでの申込みです。どちらか一方の参加はできません。

※申込んだ時点で料金が発生します。キャンセルはできません。

(1) 出展申込期間

令和３年 11 月１日（月）～11 月 12 日（金）

(2) 申込内容の入力

花の都商談会専用ホームページからお申込みください。申込みフォームに入力いただ

いた後、「申込内容確認」画面で入力内容を確認して「登録する」をクリックしていた

だき、登録が完了した旨をお知らせする自動返信メールの受信を確認してください。

URL https://hanashizu.com
検索：「花 静岡 商談会」

(3) 出展料

○WEB＋会場テーブル使用なし ６，０００円

○WEB＋会場テーブル使用あり ８，０００円

○団体 １０，０００円

・ 出展料は令和３年 12 月 20 日（月）までに振込みでお支払いください。

・ 振込みの締切日までにお振込いただけない場合はWEBページを削除し、会場での
出展ができません。

出展条件 出展料

・静岡県内の鉢物、花壇苗生産者

・ 本商談会の開催趣旨に沿った出展をする者

（パネルや育成中の商品の展示可）

・WEB と会場両方に出展する者

・商談会実施中ブースでの対応を行う者

・WEB の入力や更新を行う者

■WEB＋ふじさんめっせ

（テーブル使用なし）

６，０００円／１出展

■WEB＋ふじさんめっせ

（テーブル使用あり）

８，０００円／１出展

■団体出展

１０，０００円／１出展

実行委員

■実行委員長 田村英俊 ■副実行委員長 鈴木千佳・野末陽平

石川哲郎（東部）・後藤主税（東部）・新舟直幸（東部）・持田祐子（東部）

内田和穂（東部）鈴木則和（中遠）・服部拓哉（中遠）・加藤旬二（中遠）

堤孝弘（西部）

QR コード
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・ 振込手数料は出展者に御負担をお願いします。

・ 万が一、ふじさんめっせでの商談会が開催できない場合でも、一度お支払いいただ

いた出展料は返金できませんので御注意願います。

・ 領収書は発行しませんので、振込時に発行される伝票の保管をお願いします。

【振込先】 ふじのくに花の都しずおか推進協議会

静岡銀行県庁支店 普通 口座番号 0320480

５ 出展申込以後のながれ

７ その他

商談会開催内容及び商談結果等に関するアンケートに御協力をお願いいたします。

８ 問い合わせ先

ふじのくに花の都しずおか推進協議会事務局（静岡県経済産業部 農業局 農芸振興課）

〒420-8601 静岡市葵区追手町 9-6 電話 054-221-2679 ／ FAX 054-221-1351

電子メール nogei@pref.shizuoka.lg.jp

９ 注意事項
・本サイトへの掲載に起因した一切の行為および結果は、生産者及び団体を含む利害関係者の自己責任および自己負担

とするとともに、これに起因し他者が損害を被った場合には、当事者間で他者の損害等に対する責任を負い、その対

応を行うものとします。

・静岡県は、本サイトの掲載内容について、その安全性、正確性、適用性、有効性等に関し、いかなる責任を負うもの

ではなく、これに起因した掲載企業を含む利害関係者の損害に対し、いかなる責任や損害賠償義務等を負うもので

はありません。

項 目 時 期 内 容

出展申込
令和３年 11 月１日（月）～

令和３年 11 月 12 日（金）
出展者が HP上で入力

出展者の決定 令和３年 11 月中旬
実行委員会から出展

者に文書で連絡

商談ページ用 ID・パス

ワードの送付
令和３年 11 月下旬

HP 管理会社から出展

者にメールで連絡

商談用個人ページの

作成

①令和３年 11 月 22 日から 12 月６日正午まで

②令和４年２月下旬

出展者が HP上で入力

冬・春の商品を２回

入力

出展料支払 令和３年 12 月 20 日（月）まで 出展者が振込

商談ページの公開

(事前登録者のみが閲覧）

令和３年 12 月６日（月）正午～

令和４年５月予定
全国市場・バイヤー

が閲覧

商談会

（ふじさんめっせ）

令和４年２月９日（水）

８日（火）準備

ふじさんめっせ

会場開催

アンケート回答 令和４年４月
実行委員会から出展

者に連絡、回答を提

出
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花の都しずおか大商談会 2022
ふじさんめっせ会場開催についての注意事項

花の都しずおか大商談会 2022 のふじさんめっせ会場開催は、感染症対策を講じる上で、

例年の開催方法とは内容を一部変更して開催しますので、御了承の上、出展にお申込みく

ださい。

１ 開催の基本方針

・感染症対策を徹底してください。（マスクの着用、ブースのこまめな消毒 等）

・要領に実行委員会で用意すると記載しているもの以外は、基本的に出展者各自で御

用意ください。（いす、机、テーブルクロス、パネルは必要に応じ実行委員会で用意

します）

・会場内は飲食禁止とします。

２ 搬入

・搬入用の台車は各自御用意ください。

（例年業者から借りていた台車は今年度借りません）

・ブース作成に係る備品は各自御用意ください。

（セロハン、ペン、ケース等貸し出しません）

・テーブルクロスは、実行委員会で切っての配布はしません。各自所定の方法で切っ

ていただきます。

・机やいすは、所定の場所から決められた数量を各自お持ちください。

（実行委員が各ブースに運びません）

・各自使用する会場備品は使用前に各自消毒してください。

（いす、机などふじさんめっせから借りているもの）

・御自分のブース設営が完成したら速やかにお帰りください。

３ 商談会開催中

・飲食は禁止です。

・昼食は各自で御用意ください。（会場内、ふじさんめっせ共有部分の飲食は禁止、お

湯や電子レンジの用意もありません）

・昼食等ブースを離れる際には、実行委員会で用意する表示で、バイヤーへ御提示く

ださい。

４ 搬出

・ダストボックスは用意しません。ゴミは全て各自で必ずお持帰りください。

・会場備品は、必ず消毒をしてからお返しください。

・ネームホルダーは各自でお持帰りください。

・御自分の撤去が完了したら速やかにお帰りください。


