繋ぐ、結ぶ地 域の未 来

総掲載募集

約

しんきんフェア
静岡2021
総募集小間数

社（団体）

約
社（団体）

（信用金庫仲介通年マッチング）

第18回しんきんビジネスマッチング静岡
2021(信用金庫仲介通年マッチング)は、
静岡県新型コロナウイルス警戒レベルに
かかわらず実施します。

通年マッチング用「PRガイドブック」
（冊子&専用サイト）掲載（登録）と
しんきんフェア静岡2021参加募集のご案内
第18回しんきんビジネスマッチング静岡2021は、信用金庫お取引先様等を対象に、原則ＰＲガイドブック掲載（専用サイト登録）
事業者様間のマッチングを目的に通年実施するものです。ご希望に添えない場合もあるほか、実際のビジネスマッチングにあたって
は、事業者様のご意思で、
ご紹介を受けたい事業者様をご選択いただくもので、信用金庫が主体的に特定の事業者様をご紹介する
ものではありません。マッチングのお申込は、年間20社（先）
までとさせていただくほか、初回のご希望先へのお問い合わせは、必ず貴
事業者様の信用金庫お取引店を通じて実施下さい。

通年マッチング用「PRガイドブック」
（冊子&専用サイト）掲載（登録）について
〜通年マッチング「ここから始まる新たな出会い」〜

1. お申込方法・期限：公式サイト「参加者専用」バナーから貴社専用アカウントで令和3年6月25日（金）までにお申込ください。
2. 募集対象：静岡県内外信用金庫部店よりご案内のありました信用金庫お取引先様に限ります。
3. 通年マッチング参加料：税込2,200円（PRガイドブック1冊及び掲載料・専用マッチングサイト利用料含む）
4. 冊子仕様：Ａ４判オールカラー・6社（団体）1ページ・業種別50音順・掲載約2,700社（団体）発行予定3,500部・本体価格：無料
5. 規約他詳細は公式サイトをご確認ください。 ※通年マッチング参加料は、所定の方法で、お申込信用金庫部店を通じて申し受けます。

その他詳細は、公式サイト https://shinkin-fair.comをご確認（ご了承）のうえお申込ください。
ＰＲガイドブック冊子掲載イメージ
○○○○○○○○○○○○○○○
主取扱商品
サービス・技術

ＰＲガイドブックＷｅｂ掲載イメージ

金属･機械

○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○28文字

しずおか○○信用金庫 ○○支店 TEL.000-000-0000

FAX.000-000-0000

PR 内容 ○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○
○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○
○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●
○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○
○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○
○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○
○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○262文字
提供したい
（売りたい） ○○○○○○○○○●○○○○
○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●
○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○66文字
欲しい
（買いたい）
○○○○○○○○○●○○○○
○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●
○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○66文字
連携したい（組みたい） ○○○○○○○○○●○○○○
○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●
○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○66文字
主要設備名等
○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○
○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○52文字

資格・認証等
○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○
○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○52文字

住所
TEL
URL
e-mail

000-0000

○○○○○○○○○○○○○○○○○

0000-00-0000

FAX

0000-00-0000

https://www.＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

創

業

0000年

資本金

000万円

従業員数

0000人

注）各項目末尾記載の数字が該当項目最大掲載（入力）文字数です。

お申込方法

お申込は下記公式サイト｢参加者専用｣バナーから、貴社専用アカウントでお願いします。
しんきんビジネスマッチング静岡
2021公式サイト

ご案内信用金庫部店名

※貴社専用アカウントはご案内信用金庫部店へお問合せください。

https://shinkin-fair.com

期限： 令和3年

6月25日（金）
2021.5.17

お申込方法

お申込は下記公式サイト｢参加者専用｣バナーから、貴社専用アカウントでお願いします。
しんきんビジネスマッチング静岡
2021公式サイト

※貴社専用アカウントはご案内信用金庫部店へお問合せください。

https://shinkin-fair.com

商談会
販売会

入場無料

複合型
地方創生イベント

6月25日（金）

期限： 令和3年

2021年

〜繋ぐ、結ぶ地域の未来〜

「しんきんつなぐチカラ」2021
■概要：1. 商談会

総来場目標

●「面談事前調整型商談会」商談ブース約200小間・展示商談
● ビジネス無料相談会他

2. ふれあい広場「むすぶこころ」2021
●「ふるさと特産販売会」66小間

約8,400人

しんきんフェア静岡2021(複合型地方創生
イベント)は、静岡県新型コロナウイルス警戒
レベルにより中止となる場合もございます。
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※開催可否判断基準（時期）等は公式サイトを
ご確認ください。

わくわくステージ他

N

石田街道

募集総小間数
■日時：2021年10月13日（水）10：00〜17：00予定
約
280
社（団体）
■会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3-1-10）
■主催：しずおか焼津信用金庫
■共催：東海地区しんきん経営者協議会

●

ご案内信用金庫部店名

日本平久能山
スマートI.C

至東京

サーティーワン●

【会場】
ツインメッセ静岡 〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10 ℡054-285-3111
詳しくは、
ツインメッセ静岡公式サイトをご確認下さい。
http://www.t-messe.or.jp

1. 商談会「しんきんつなぐチカラ」2021 は、フリーの来場者等を対象とした企業展示会ではありませんので、事業内容等を掲

載したＰＲガイドブック（冊子・専用サイト）をご覧いただき、お申込信用金庫お取引店を通じたご希望先とのご面談の事前調整を行わな
いと、当日
（10/13）
は何の出会いも無いことが十分予想されますので予めご承知願います。必ずお申込信用金庫を通じたご面談の事前申
込（調整）
をお願いします。
事前調整の有無により、成果は大きく異なります。

2. ふれあい広場「むすぶこころ」2021“ふるさと特産販売会” は、地域色豊かな特産品等の消費拡大を目的に実施します。
募集対象：各ブース(商談・展示商談・販売)のお申込は、静岡県内信用金庫お取引先様に限ります(事務局企画コーナー除く)。

商談会「しんきんつなぐチカラ」2021
展示商談スペース1社（団体）1スペース限り

商談ブース1社（団体）1小間限り
1小間利用料
（税込）
27,500円
（通年マッチング参加料2,200円別途）
● 募集200小間程度
（1小間：間口約3ｍ×奥行約2ｍ×高さ約2.4ｍ）
● 詳細仕様・規約等は公式サイトを
ご確認ください。
●

ふれあい広場「むすぶこころ」2021

1スペース利用料（税込）38,500円
（通年マッチング参加料2,200円別途）
● 募集14スペース程度
（1スペース：間口約3ｍ×奥行約4ｍ）
● 詳細仕様・規約等は公式サイトを
ご確認ください。
●

ふるさと特産品販売会
販売ブース1社（団体）1小間限り
1小間利用料（税込）27,500円
（通年マッチング参加料2,200円別途）
● 募集66小間程度
（1小間：間口約3.6ｍ×奥行約2.2ｍ）
● 食品類の販売と試飲・試食について及び、
詳細仕様・規約等は公式サイトをご確認ください。
●

※企業名スタンド看板以外に、
付属品は一切ありません。

2000

ブース看板

テーブル3台
（600×1800ビニールクロス付）
椅子2脚

○○○

○○○

テーブル3台
（600×1800ビニールクロス付）
椅子2脚

2200

4000

3600

2200

3000

※各小間利用料(27,500円〜38,500円)は、所定の方法で、お申込信用金庫部店を通じて申し受けます。

その他詳細は、公式サイトhttps://shinkin-fair.comをご確認（ご了承）のうえお申込ください。
会期中の新型コロナウイルス感染症防止対策について
主催者の対応策について（2021.3/5 現在）

1. 来場受付待機列管理：床面シール等貼付により待機列で人がスペース
（最低1ｍ〜2mを目安に）
をあけて並ぶように工夫します。
退出
時においても待機列が出来る可能性がある場合は同様の対応をします。
2. 全来場者の登録情報(個人情報)を取得し感染発生時に備えます。
3. 来場者にマスク着用・手洗い励行、
接触確認アプリ
（COCOA）
や各地域の通知サービスの稼働などのサイン表示を入口付近に設置します。
4. 自社及び外注先スタッフに接触確認アプリ
（COCOA）
や各地域の通知サービスのインストール、
稼働の確認をします。
5. 展示ホール入口及び主催者がホール内に設置した休憩所・ラウンジなどにアルコール消毒液を設置し来館者に入館時の手指消毒の
徹底及びホール内滞在中の頻繁な手洗いと手指消毒を励行。
定期的な見回りによる残量確認と補充及びテーブル・椅子などの清拭消
毒をします。
6. 入館者全員に対しマスク着用の目視確認と未着用者にマスク着用依頼を実施し、
持参していない場合はマスクを配布します。
7. サーモグラフィー、
非接触型体温計等の機器により来館者に対する検温を実施します。
8. 入館時の検温で37.5 度以上
（37.5 度未満の場合でも平熱・症状などを考慮し総合的に判断する）
の発熱があることが分かった場合、
息苦しさ
（呼吸困難）
・強いだるさや、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合、
新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との
濃厚接触がある場合、
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、
地域等への渡航並びに当該在
住者との濃厚接触がある場合などで来場者の入館を断る際には、
感染相談センターの電話番号や管轄保健所連絡先を記載した書面

を渡すなどの対応を実施します。
9. 万が一感染が発生した場合に備え、
個人情報の取扱いにも十分注意しながら、
来場者の名簿を適正に管理する。
なお、
来場者を含む
関係者の名簿はできるだけ長く
（最低3週間）
保管します。
10. 展示ホール内空気循環のため、
運営・安全面での支障がない範囲で搬入出口シャッターを50㎝程度開放します。
11. 来場者の事前登録促進等により会場受付での受付時手作業の削減を工夫します。
12. 来館者数を常時確認し混雑したら入館制限を実施します。
13. 密注意、
手指消毒、
手洗い励行アナウンスを繰り返し実施し、
注意喚起します。
14. 展示ホール内で飲食のための感染防止策を講じたエリア以外で飲食しないよう注意喚起します。
15. 主催者への来客にお茶菓子など飲食物を提供することは極力控える。
提供する場合は紙コップ等使い捨てを使用するかペットボトル
などで提供し、
アクリル板などの遮蔽物を設置した商談テーブルで提供することを徹底し、
ゴミは主催者または会場と調整し、
プラス
チック製袋などに入れた上で必ず密閉し清掃会社に依頼し廃棄または主催者指定の場所に廃棄。
自社スタッフが主催者控室等で飲食
をする場合も同様。
16. 出展者・来場者に大声での商談、
実演、
ブースへの来場者呼び込みを行わないよう放送などにて注意喚起すると共に巡回するスタッフ
を配置し、
大声を出している出展者や来場者には直接注意します。

出展者の対応策について（2021.3/5 現在）
1.
2.
3.
4.

自社及び外注先スタッフに接触確認アプリ
（COCOA）
や各地域の通知サービスのインストール、
稼働の確認をしてください。
スタッフ全員のマスク着用の徹底と、
商談や説明、
実演時なども含め大声で会話や呼び込みを控えてください。
自社ブースに説明等で参加した自社スタッフ及び外注先の日別名簿を確認してください。
会場での商談は、
極力事前に日時調整し後日WEB 会議などオンラインも活用するなど現地での商談が必要以上に長引かないよう工
夫し、
名刺交換も可能であれば電子的に実施してください。
5. 自社ブース内の高頻度接触部位
（出展製品、
テーブル、
椅子の背もたれ、
ドアノブ、
電気のスイッチ、
電話、
キーボード、
タブレット、
タッチ
パネル、
レジ、
蛇口、
手すりなど）
を、
各社にて責任をもって会期中複数回清拭消毒してください。
商談に使用するテーブル・椅子や製品
などは商談毎に消毒してください。

6. 自社ブースの来客状況によりデモンストレーションや商談時間を柔軟に調整し、
密な状況を作り出さないよう可能な限り配慮してください。
7. 商談ブース利用の日別の名簿を作成し、
管理するよう努めてください。
8. 商談時等でブースへの来客にお茶菓子など飲食物を提供することは極力控えてください。
提供する場合は紙コップ等使い捨てを使用
するかペットボトルなどで提供し、
アクリル板などの遮蔽物を設置した商談テーブルで提供することを徹底ください。
紙コップなどのゴミ
は主催者または会場と調整し、
プラスチック製袋などに入れた上で必ず密閉し清掃会社に依頼し廃棄または主催者指定の場所に廃棄
ください。
自社スタッフがブース内で昼食を含む飲食をする場合も同様。
9. 外出や商談後にスタッフの手指の消毒を徹底してください。
10. 閉館時間になったら速やかに商談を終えて来場者に退館を促してください。

新型コロナウイルス感染症の状況によっては「しんきんフェア静岡2021」は中止となる場合もございます。

