
令和２年度 いわて商談会 開催案内 
1 開催日程 

令和３年２月 17 日（水）  

・11時 30分～12時 30分   受付 

・12時 30分～12時 45分   開会、商談方法説明 

・12時 45分～16時 40分   受発注企業による面接商談（指名面談のみ） 

 

2 開催場所 

北上総合体育館   

〒024-0051 岩手県北上市相去町高前檀 27-36  ℡：0197-67-6720 

 

3 参加対象 

  岩手県内外の受発注登録企業及び県外発注企業 

（鋳造、樹脂、プレス、鉄骨･製缶、板金、表面処理、機械加工、設計、組立等） 

 

4 主催 

公益財団法人いわて産業振興センター 

 

5 後援（予定） 

岩手県 

 

6 商談会参加料 

(1)発注企業＝無料ご招待 

(2)受注企業 

賛助会員 
岩手県内企業 

非賛助会員 
岩手県外企業 

3,000円／1名 6,000円／1名 8,000円／1名 

  ※参加料の納付につきましては後日、改めてご案内させていただきます。 

 

7 参加人数 

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、発注企業、受注企業ともに１社２名まで（１社

1 名推奨）とさせていただきます。 

 

8 申込方法 

(1)センターホームページより申込書をダウンロードのうえ電子メール、または FAXにてお申込を

お願いします。（最終期日 発注企業：1/15、受注企業：12/25）。 

(2)参加申込書（いわて産業振興センターＨＰ  http://www.joho-iwate.or.jp ） 

トップページ ⇒ センターからのお知らせ ⇒ 「令和２年度いわて商談会の開催について」 

 
9 定員 

  ◆発注企業 70社  ◆受注企業 150社 

 

10 懇親会 

例年開催している懇親交流会については、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から今年度

は開催しません。 

 

11 申込締切日                             

発注企業：令和３年１月１５日（金） 

受注企業：令和２年１２月２５日（金） 

 

 

申込締切前に定員に達した場合、参加をお断りする

場合もございますので、予めご承知おき願います。 

http://www.joho-iwate.or.jp/


商談会の特徴 

〇選べる参加方法 

  新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、商談会の参加方法を「通常商談会方式」と「非

対面方式（オンライン、書面マッチング）」による企業間での個別商談の２方式から選択いただき

ます。 

 （１）通常商談会方式について 

   例年通りの対面形式の商談会を実施させていただきます。スピーディーなレスポンス、リア

ルタイムでの商談を希望される場合は、こちらをご選択ください。詳細内容につきましては、

「マッチングの充実」以降の各記載内容をご覧ください。 

 （２）非対面方式による企業間での個別商談について 

   遠方への出張は控えたい、大規模イベントの参加は控えたいといった参加企業様のために

「非対面方式」による企業間での個別商談も併せて実施させていただきます。 

  「非対面方式」による企業間での個別商談を選択された場合は、「通常商談会方式」と同様に面

談希望を後日申告していただきます。その後、センターで取りまとめて面談のマッチングが成

立した受発注企業の両社に通知させていただきます。通知時期は、令和３年２月 17 日以降に

お知らせいたします。 

   通知後は、お手数ですが受発注企業同士で連絡を取り合い、各々が希望する方法（電話、E-

mail、web会議等）で商談を行っていただくようお願い申し上げます。 

 （３）選択方法について 

   申込書に「通常商談会方式」と「非対面方式」の選択欄を設けてありますので、ご選択くだ

さい。 

〇マッチングの充実 

  発注企業・受注企業へ事前に面談希望調査を行い、事務局で作成した時間割に基づき面談を 

行っていただきます。 

令和３年１月中旬に商談会参加企業名簿及び面談希望調査票をお送り致しますので、面談を希

望する企業をお選び下さい。 

※今年度はフリー面談を行わず、指名・予約面談のみとさせていただきます。 

○県外発注企業宿泊無料 

  県外発注企業に限り１社 2 名まで宿泊が無料です。宿泊希望の方は参加申込書の宿泊希望に記

載をお願いいたします。 

 ※宿泊先については、北上駅周辺のビジネスホテルになります。 

 ※Go to travel との併用はできません。Go to travel を利用した宿泊等を希望される場合は、参

加者様ご自身での手配をお願いいたします。 

○岩手県内受注企業にご案内します 

  県内受注企業の「工場を視察してみたい」「加工製品を見たい」などのご要望にお応えします。 

 該当企業がある場合は、指名面談申し込み時にご希望をお伺いします。商談会翌日または後日に

ご案内させていただきます。 



スケジュール・注意事項等 

〇スケジュール 

内容 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

発注企業募集 11/4～1/15   

受注企業募集 11/4～12/25    

資料送付（参加者名簿、面談希望調査票）   1/25 頃   

面談希望調査票の提出締切    2/1 頃  

面談スケジュール連絡    2/10 頃  

参加費納付期間   1/25～2/15  

商談会開催    2/17  

書面マッチング案内/実施    2/22～ 

〇その他注意事項 

 （１）参加料の納入について 

   参加企業名簿を送付する際に参加料の納付案内を同封させていただきます。2 月 15 日（月）

までに納付くださいますようお願いします。 

（２）キャンセルについて 

   やむを得ずにキャンセルされる場合は事務局までご連絡ください。 

  一度、納入いただいた参加費につきましては返金致しかねますので、ご注意願います（参加者

名簿作成費用負担のため）。 

 （３）開催中止の可能性について 

   新型コロナウィルスの感染状況によっては、やむを得ず通常商談会方式を中止させていただ

く場合がございます。 

   通常商談会方式が中止になった場合は「非対面方式」による企業間での個別商談に移行させ

ていただく予定です。予めご了承のほどお願いします。 

   通常商談会方式が中止になった場合も参加企業名簿を作成しお送りすることになりますの

で、参加費の返金は致しかねますので、予めご了承のほどお願い申し上げます。 

〇新型コロナウィルス感染防止対策について 

   通常商談会方式当日から過去 14 日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と

されている国、地域等への渡航歴がある方は、参加をご遠慮ください。 

  通常商談会方式当日に 37.5℃以上の発熱、体調がすぐれない方は入場をお断りさせていただ

きます。 

   会場には消毒液、面談テーブルへの飛沫感染防止パーテーションの設置等、感染防止対策を

徹底します。 

   通常商談会方式当日は、マスク着用、消毒の徹底などにご協力をお願いします。 

   また、商談会会場は暖房設備等ございますが、換気を定期的に行うことから、寒くない服装

でのご来場をお願いします。 

   

 

  



アクセス 

〇アクセスについて 

・ご来県の際 ＜JR東北新幹線(下り)＞  

 東京発 大宮発 仙台発 北上着 

はやぶさ 101 号 7:16 7:42 8:51 9:43 

はやぶさ 103 号 7:56 8:22 9:37 10:30 

やまびこ 53 号 8:48 9:14 10:49 11:46 

はやぶさ 11 号 9:08 9:33 
やまびこ 53 号 

乗換 10：49 
11:46 

・ご来県の際 ＜岩手県交通（下り）＞ 

 北上駅前発 北上総合運動公園前着 

［翔２］北上翔南高校線 11:58 12:14 

・お帰りの際 ＜JR東北新幹線(上り)＞ 

 北上発 仙台着 大宮着 東京着 

はやぶさ 112 号 17:30 18:19 19:30 19:56 

やまびこ 64 号 18:14 19:08 20:46 21:12 

やまびこ 66 号 19:03 19:58 21:34 22:00 

やまびこ 68 号 20:03 20:52 22:30 22:56 

・お帰りの際＜岩手県交通＞ 

 北上総合体育館前発 北上駅前着 

［翔５］北上翔南高校線 18:32 18:48 

・ご来県／お帰りの際 

 公共バス以外にも貸し切りバスを手配させていただく予定です。商談会参加人数が決定次第、貸

し切りバスについてはご案内させていただきます。 

・お車でお越しの場合 

 運動公園には無料駐車場があり、1,000 台以上が駐車可能です。 

 

 

（公財）いわて産業振興センター ものづくり振興部取引支援・産業集積担当 担当：東、伊藤 

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡 2-4-26 TEL 019-631-3822 FAX 019-631-3830 

URL：http://www.joho-iwate.or.jp/  Email：torihiki@joho-iwate.or.jp 

 

http://www.joho-iwate.or.jp/
mailto:torihiki@joho-iwate.or.jp

