
※本イベントは北海道と第一生命の包括連携協定に基づく協働事業です。

■開催日時

2022年11月24日(木)、25日(金)、28日(月)

9：00 ～ 16：00
■開催方法

オンライン開催 （Microsoft Teamsの設定が必要となります）

■運営要領

ご希望のホスト企業と1セッション25分以内の商談の場を設けます。

（3ページ以降のホスト企業さま一覧をご覧ください）

■参加費

必要ございません

■申込方法

別紙の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、弊社営業担当へご提出ください。



ご挨拶

第一生命保険株式会社

常務執行役員 北海道営業局長 下川 泰孝

平素より、第一生命並びに弊社生涯設計デザイナーをお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

私ども第一生命では、北海道の地域経済への貢献を目的として２０１３年より「ビジネス商談会」を実施し、

２０１６年以降は北海道との包括連携協定に基づく協働事業として継続開催してまいりました。

新型コロナウィルス感染症拡大により多くのイベントが制限される中ではございますが、地域経済活性化へ

の一助となるよう道内企業さまのビジネス交流の場として開催いたします。是非、多くの企業さまにご参加い

ただければ幸いです。

今般の商談会が北海道経済の発展につながりますことを祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

北海道経済部長 中島 俊明

日頃から、道行政の推進に格別の御理解、御協力をいただき、心から御礼申し上げます。

この度、第一生命様との包括連携協定に基づく取組として、昨年度に引き続き、「北海道オンラインビジネ

ス商談会」を開催する運びとなりました。

事業者の皆様を取り巻く経営環境は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、エネルギーや

原材料等の価格高騰などにより、たいへん厳しい状況にありますが、多くの皆様にこの商談会にご参加いた

だき、更なる成長につながる新たなビジネスチャンス獲得の一助としていただけますと幸いです。

ご参加いただく皆様の更なるご健勝とご活躍を心から祈念し、ご挨拶といたします。
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■商談はオンライン会議用アプリ「Microsoft Teams」で実施いたします。

事前にパソコンへのアプリのダウンロードなどのご準備が必要となります。

詳細は7ページ「Teams商談参加方法」をご確認ください。

パソコン等の機材や、静かな会議室のご準備をお願いいたします。

■商談は事前予約制です。

ホスト企業さま一覧（3～5ページ参照）に記載のPR文をお読みいただきお申し込みください。

別紙「オンラインビジネス商談会 参加申込書」にご記入のうえ、弊社営業担当へお渡しください。

具体的な商談日時につきましては、6ページ「商談スケジュール表」をご確認ください。

商談数は限りがございますので、お早目の申込をお願いいたします。

原則1商談とさせていただきます。

（ご希望のホスト企業は第三希望までお選びいただけます。）
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オンラインビジネス商談会のお申込方法

ホスト企業さま一覧 （五十音順）

岩田地崎建設株式会社 株式会社エイチ・アイ・エス

弊社は北海道を基盤に東北から九州まで各地に拠点を持つ総
合建設業として幅広い分野で工事を手掛け、岩田地崎建設㈱
は本年100周年を迎えました。建設事業のみならず環境事業に

も目を向けながら技術力と経験を活かし、人と自然が共生する
「調和のとれた未来づくり」に貢献しております。このビジネス商
談会を機会に新分野における提案や参加者が取り組んでいる
技術提案等のお話を聞かせ頂ければと思います。宜しくお願い
いたします。

【海外進出の総合サポート】北海道ブランドからグローバルブラ
ンドへ
(一部）自社店舗での「テストマーケティング」から、「営業代行に

よる販路開拓」、商業施設でのポップアップ出店の際の「売場代
行運営」、展示会の「ブース代行運営」等、海外ネットワークを活
用したビジネスサポートを行っております。

株式会社アークス アイリスオーヤマ株式会社

アークスグループは、「地域のライフラインとして価値ある商品・
サービスを低価格で提供し、豊かな暮らしに貢献します。」を合
言葉に、東日本エリア（北海道・東北・北関東）で地域に密着し
たグループ会社10社の食品スーパーマーケットを展開している

企業グループです。地域が元気になるよう、生産者とお客様、
また、企業と企業を結ぶ懸け橋になりたいと思っております。当
社は、グループ全体の戦略を立案する純粋持株会社です。グ
ループ会社の株式を100％保有し、グループ全体の統括及び戦
略の策定を行っています。

アイリスオーヤマは生活者目線で便利な機能や、シンプルな
リーズナブルな商品を生産している仕入先様を探しております。
業種は問いませんが、主に消耗品（食品含む）や調理用品・
ペット用品・インテリア商品・理美容用品等の他社比較で特徴の
ある商品を探しております。強化していきたいのは、現在アイリ
スオーヤマで商品化していない、新しい新規商品群です。

また、原材料（各種プラスチック原料、添加剤）や資材（軟包材、
紙包材）、電子部品、生産設備等についてもご提案をお待ちし
ております。

株式会社アインホールディングス 株式会社アレフ

アイングループは、ファーマシー事業、リテール事業を中心に、
調剤薬局1,099店舗、ドラッグストア78店舗、売店282店舗、ア
ユーラ51店舗を全国に展開しています。（店舗数2022年4月期
末）

商品、什器・備品・消耗品・サービス等のご提案頂けますようお
願い致します。

「びっくりドンキー」等の店舗を運営しながら、食を通じた社会的
インフラを目指しています。また、食に関わる企業として「自然と
の共生」を掲げ、脱炭素社会の実現、SDGsの達成を中長期ビ

ジョンに掲げて取り組んでいます。今回は、環境に配慮した商
材をはじめ、販促サービス等に関する情報交換ができればと思
います。



セイコーエプソン株式会社 株式会社セコマ

当社はビジョン・ありたい姿を「省・小・精の技術」とデジタル技
術で人・モノ・情報がつながる、持続可能でこころ豊かな社会を
共創することと定めているものづくりの会社です。
主要製品はホーム/ビジネス向けプリンターやプロジェクター等
です。
企画・開発/設計・製造・販売を垂直統合型のビジネスにより商
品やサービスを「創って・作って・お届け」しています。
北海道の千歳事業所ではプロジェクターのHTPSパネルの製造、

札幌ソフトセンターではプリンターやプロジェクターのソフトウエ
ア開発を行っています。

セコマグループは、小売、製造、卸、その他のグループ企業で
独自のサプライチェーンを築いています。道内産物を使い商品

化し、道内を中心に展開するセイコーマートで販売して地産地
消に努めるほか、道外・海外にも販売することで北海道産食品
の消費拡大とブランド力の向上に取り組んでいます。また、店
頭での資源回収、フードロスなどの環境に配慮した持続可能な
取組を行い、北海道の環境維持に貢献するとともに、北海道が
抱える物流の課題に取り組んでいます。

株式会社第一ビルディング 株式会社竹中工務店

弊社は1951年の創業以来、ずっと変わらずにプロパティマネジ
メントに挑んでいます。プロパティマネジメントとは“Property=資
産”を“Management＝運営”すること。不動産所有者に代わり

資産価値や収益を最大化し、ビルで働く人々が快適に働ける環
境を提供していく、まさに「働く」を「支える」会社です。

弊社の具体的な業務は、テナント募集、賃貸借契約管理、賃料
請求・入金管理・レポート作成、建物・設備保守、工事見積書の
査定と工事発注、中期修繕計画の策定、経費削減・管理仕様
適正化などです。

竹中工務店は「最良の作品を世に遺し、社会に貢献する」という
経営理念のもと、創立以来、お客様の期待に応える建築を提供
してきました。人々が幸せや歓びを感じることができる豊かで安
心な「まちづくり」を通し、これからもグループ全員の力でサステ
ナブル社会の実現に貢献する活動を推進してまいります。

また、現在道産木を活かし、地球を生かす「しくみ」をつくり、木
のある未来をつくるため、特に下記関係業種のパートナーを探
しております。（突板・不燃木材・不燃化技術・製材工場・集成材
工場・丸太の流通・木質系断熱など）

ANAあきんど株式会社 株式会社京王プラザホテル札幌

ANAあきんどはANAグループのエアライン事業と地域創生事業
を担う会社として、2021年4月に設立された新しい会社です。

特に地方創生事業に関しては、これまでの観光に関する送客
に加え、関係人口の拡大等についても、新たな事業領域として
チャレンジを始めています。
航空利用促進、地域創生、その他ANAグループに関わりそうな
ことであれば何でも、広くお話を伺いたいと思っております。

当社は、北海道の農林水産物、文化、工芸など多様で個性的
な魅力を、愛着を込めて「シリワール」と名付けて発信し、ホテ
ルと地域双方の経済的価値やブランド価値の向上を推進してい
ます。まだ知られていない、一歩進んだ魅力を発信するホテル、
味わえるホテルとして、シリワールを育むお手伝いがしたいと考
えております。道内で特色ある商品を生産、製造、お取り扱いさ
れているお取引先様からのご提案を心よりお待ちしております。

佐川急便株式会社 ＪＲ北海道フレッシュキヨスク株式会社

企業を取り巻く環境が刻々と変化する現代、物流に関するお悩
み・ご相談などをお気軽にお話ください。佐川急便の全国ネット
ワークと、グループ各社の強みである物流加工や倉庫事業、国
際フォワーディング、ITシステム、決済などグループ各社の機能

を融合して独自のビジネスモデルを展開し、トータルロジスティ
クスソリューションを実現します。特に最近ではメディカル、コン
サルティング、館内配送等ファシリティマネジメントは力を入れ
ている分野です。共に成長するパートナー企業として、潜在的
な課題に応えます。

北海道への旅行客や地元のお客様に、道内一円の土産菓子・
食品をお届けする「総合土産店」として、道内主要駅に「北海道
四季彩館」をオープンしております。また、土産だけではなく地
元のお客様向けの産地を感じる風味豊かなご飯のおとも、地元
の味を手軽に味わえる加工食品なども取り揃えております。ＥＣ
サイト「北の特急便」では、北海道の農産・水産・畜産品の他ス
イーツ等、幅広く魅力あふれる商品を取扱っております。北海道
に最大限こだわった食材や製法、作り手の想いがこもった商品
のご提案をお待ちしております。
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ホスト企業さま一覧 （五十音順）



株式会社ＬＩＸＩＬ

LIXILは、世界中の誰もが描く住まいの夢を実現するために、

日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチ
ンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなど
の建材製品を開発、提供しています。 調達段階におけるリスク

を特定し、サプライヤーとの協働を通じて、製品の安定供給と
責任ある調達を推進します。

日本物産株式会社 野口観光株式会社

弊社は第一生命のグループ会社で「ノベルティ・記念品・贈答
品」の企画販売を行っている会社になります。
食品：賞味期限が6か月以上、ネームバリューのある進物（手土
産）

①仕入先様から発送ができること
②個人宅への配送が可能であれば助かります
③自社商品を複数取りまとめて発送ができればなお可
④市販価格より２０％以上お得な販売ができる

上記の対応が可能な仕入先を探しております。
よろしくお願いいたします。

以下要素をお持ちの企業様より是非お話を伺えればと存じます。
何卒よろしくお願い致します。
・SDGSに貢献できる製品や技術を持つ企業様

・調理の業務効率化に繋がる器具・機器・ロボット・システムを
開発製造している企業様
・調理のアウトソーシングを請け負う企業様

・清掃の業務効率化に繋がる器具・機器・ロボット・システムを
開発製造している企業様

・フロント業務の自動化（例：自動チェックイン機）に繋がる機器・
ロボット・システムを開発製造している企業様

富士ソフト株式会社 楽天グループ株式会社

弊社は独立系のソフトウェア開発ベンダーです。

ソフトウェアを共に開発してくださる企業様、システム構築やア
プリケーション開発にてお困り事がある企業様は是非商談させ
てください。
また、弊社プロダクト製品・各種ライセンスやPC等の物販販売も

実施しており、新たな仕入先をお探しの企業様や、協業検討さ
れている企業様についても、この機会にディスカッションできれ
ばと存じます。

ECでの販路拡大を希望されていたり、ECへのチャレンジを悩ん

でいらっしゃる事業者様との商談を希望しております。全国に
『自分たちの商品を広めていきたい、知ってほしい』という店舗
様はいらっしゃいましたら、EC市場の現状やネットショピングの

始め方、また楽天市場の概要や強み、メリットについてお話させ
ていただきます。

現在の事業規模や事業形態、ネット販売経験の有無は問いま
せん。既にネット販売をされている方は、運営する上でのお悩
みごとやご相談もお気軽にお話ください。

ホスト企業さま一覧 （五十音順）
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株式会社ツルハ酒類販売 株式会社東急百貨店札幌店

当社はドラッグストアの㈱ツルハの子会社として、お酒と食品を
中心に北海道の各種名産品を販売するネットショップを展開し
ております。北海道限定のお酒、食品、食材を全国のお客様に
販売可能な体制を構築していることを強みとしており、季節に応
じた特色ある商品を開発、製造販売されている企業様との商談
を希望いたします。また、各企業の従業員様向けに福利厚生と
して当社取り扱い品を販売するご提案もさせていただいており
ます。

札幌駅周辺の再開発・コロナ禍をきっかけに大きく変化していく
環境下で、EC販売や店舗の活性化のため、新たな仕入れ先開

拓に取り組むとともに、従来の百貨店を枠を超えた事業にチャ
レンジし、北海道に住む皆様のライフスタイルを反映した地域密
着型の店づくりを行っていきます。



商談スケジュール表
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■ホスト企業さまが商談を行う日時に●印を入れております。

■午前・午後とも5商談ずつ実施いたします。

■商談時間は1商談につき25分以内です。

※お申込みが重なった場合はご希望に添えない場合がございます。

午前 午後 午前 午後 午前 午後

①9:10～9:35 ⑥13:10～13:35 ①9:10～9:35 ⑥13:10～13:35 ①9:10～9:35 ⑥13:10～13:35

②9:45～10:10 ⑦13:45～14:10 ②9:45～10:10 ⑦13:45～14:10 ②9:45～10:10 ⑦13:45～14:10

③10:20～10:45 ⑧14:20～14:45 ③10:20～10:45 ⑧14:20～14:45 ③10:20～10:45 ⑧14:20～14:45

④10:55～11:20 ⑨14:55～15:20 ④10:55～11:20 ⑨14:55～15:20 ④10:55～11:20 ⑨14:55～15:20

⑤11:30～11:55 ⑩15:30～15:55 ⑤11:30～11:55 ⑩15:30～15:55 ⑤11:30～11:55 ⑩15:30～15:55

株式会社アークス ● ●

アイリスオーヤマ株式会社 ● ●

株式会社アインホールディングス ● ●

株式会社アレフ ● ●

岩田地崎建設株式会社 ● ●

株式会社エイチ・アイ・エス ● ●

ＡＮＡあきんど株式会社 ● ●

株式会社京王プラザホテル札幌 ● ●

佐川急便株式会社 ● ●

JR北海道フレッシュキヨスク

株式会社
● ●

セイコーエプソン株式会社 ● ●

株式会社セコマ ● ●

株式会社第一ビルディング ● ●

株式会社竹中工務店 ● ●

株式会社ツルハ酒類販売 ● ●

株式会社東急百貨店札幌店

食料品催事担当・

外商担当・

販売推進●

食料品EC担当・

外商担当・

販売推進●

日本物産株式会社 ● ●

野口観光株式会社 ● ●

富士ソフト株式会社 ● ●

楽天グループ株式会社 ● ●

株式会社LIXIL ● ●

11月24日(木) 11月25日(金) 11月28日(月)

ホスト企業名



「Google Chrome」 「Microsoft Edge」

1

2

3

【パソコン版】
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■お届けしたのは･･･ ■ご連絡・お問い合わせ先

第一生命保険株式会社
北海道営業局

〒060-0042
札幌市中央区大通西3丁目6
北海道新聞社ビル 北1条館3F
TEL 011-231-7236

担当／川口・舩越

北海道営業局

札幌総合支社 道央支社

帯広支社 旭川支社 函館支社

第一生命では、記入いただいた内容を以下の業務などに活用します。
●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供
●第一生命の業務に関する情報提供・運営管理
※各種商品・サービスの詳細は、第一生命ホームページ(https://www.dai-ichi-life.co.jp/)でご覧いただけます。


