
JAPAN BRAND International Exchange
Forum in Hiroshima
2019年 2月 14日(木)～15日 (金)

レセプション／ 30名
地域分科会／各コース 10名
（３コース計 30名）

※申込多数の場合抽選

西日本　中国地方
広島県、岡山県、島根県

本事業 HP より http://arpak3.com/chugokujb/ 
申込締切：2019 年 2 月 6 日 ( 水 )

在日本大使館・領事館職員、
日本製品バイヤー等

10,000円（税込）
※現地までの交通費、宿泊費除く

場所

定員

申込方法

対象

参加費

主催 : 後援 :
外務省METI Chugoku (Chugoku Bureau 

of Economy, Trade and Industry)
Chugoku-shikoku Regional 
Agricultural Administration Office

Architects, Regional Planners & 
Associates (ARPAK)

２月１４日（木）～１５日（金）間のホテル予約を代行致します。会場周辺のホテルを予約の上、会場からホ
テルまでのアクセスマップをご提供致します。なお、予約先ホテルはこちらで選択させていただきます。
ご希望の方は、HP からお申込みの際、必要欄にご記入ください。
※１名に付き１部屋、夕食なし、朝食付き、原則１万円以内のプランを予約させていただきます。
※ホテル料金は宿泊の際、フロントにてお支払いください。
※予約を行ったホテルに宿泊されなかった場合、発生したキャンセル料金をご請求させていただきます。
　ご了承の上お申し込みください。

本事業 HP・参加申込フォームより、下記情報を記載の上お申し込みください。
【氏名】【国籍】【所属先】【部署】【役職】【参加希望コース】【商談希望企業】【連
絡先：ＴＥＬ、E－mail】【本事業を知ったきっかけ】【備考（アレルギー、禁忌等）】
※複数名でお申し込みの場合も、人数分の必要事項をそれぞれお送りください。

お問い合わせ・お申込先
事務局 : 株式会社地域計画建築研究所 (ARPAK)
( 担当 : ホアン・ゴック・チャン )
Phone: (06)6205-3600  Fax: (06)6205-3601  E-mail:jbchugoku@arpak.co.jp HP: http://arpak3.com/chugokujb/

参加申込多数の場合は、参加をお断りす
る場合があります。
申込状況により、ご希望のコースに参加
いただけない場合があります。

※

※

東京・新大阪からのアクセス

ホテル予約代行について

2/14 レセプション会場へのアクセス

2/15 地域分科会解散後の帰路

申込方法

東京
大阪

広島

東京

新大阪
JR 新幹線のぞみ 25 号・博多行

JR 広島駅南口より
タクシー乗車 

10:30 発

13:05 発

広島

ホテル メルパルク
広島

14:26 着
約 15 分

TEL:082-222-8501
住所 :
広島県広島市中区基町
6-36

A コース  *マッチングなし

東京新大阪広島
15:00 広島駅にて解散

15:17 発 16:38 着 19:13 着

 JR 新幹線のぞみ 36 号・東京行

A コース  *マッチングあり

東京新大阪広島
16:00 広島駅にて解散

16:17 発 17:38 着 20:13 着

 JR 新幹線のぞみ 42 号・東京行

B コース

東京新大阪岡山
18:30 岡山駅にて解散

18:42 発 19:28 着 22:03 着

 JR 新幹線のぞみ 184 号・東京行

C コース

東京新大阪広島
18:00 広島駅にて解散

18:17 発 19:28 着 22:03 着

 JR 新幹線のぞみ 54 号・東京行

タクシー乗り場

※交通状況などにより、解散時間は変更になる場合があります

申込締切  2月6日(水)2019年

※写真提供：島根県※写真提供：島根県ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業（広報ＰＲ・事業効果検証事業）ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業（広報ＰＲ・事業効果検証事業）

※写真提供：広島県※写真提供：広島県

Ver. 1217.jp



★1 筆づくり見学

★2 広島お好み焼き体験

★3 ジーンズの街　児島

★4 道の駅 酒造奥出雲交流館

初日 :　レセプション

2日目 :　 地域分科会（現地交流体験）　経済産業省では、２００４年度より複数の中小企業等が連携し
て世界に通用するブランド力の確立を目指す「ＪＡＰＡＮブラン
ド育成支援事業」を実施しています。
　本フォーラムでは、地域の担い手との交流を深めながら新たな
日本の魅力をご紹介させていただくためのウェルカムセレモニー
や地域分科会などのプログラムを予定しています。またさらに、
各国のバイヤー様が関心を持たれた商品等については、別途マッ
チングを実施することも可能となっております。

15:00 挨拶／趣旨説明
15:20 中国地域の PR
15:35 本事業参加企業の紹介

18:00 中締め

A コース B コース C コース
A,B コースA,B コース

広島 広島、岡山 島根

スケジュール

Koyudo Collection

Sunfoods Inc.

ホテルメルパルク広島
ロビー

8:20 集合

出発8:30

移動12:00

解散 広島駅着 解散15:00

商談参加者 移動15:30

解散 広島駅着 解散16:00

晃祐堂見学9:30
★1　筆づくり見学

フリー
タイム

11:00 ◆希望者のみ、  
マッチング実施

★2　広島お好み焼き
　　 体験

昼食
サンフーズ見学12:30

移動14:30 ◆希望者のみ、  
マッチング実施

◆マッチングについての注意 個別のマッチングには、事務局は陪席いたしません。通訳の手配予定もございません。個別のマッチングには、事務局は陪席いたしません。通訳の手配予定もございません。

晃祐堂見学9:30
★1　筆づくり見学

フリー
タイム

11:00 ◆希望者のみ、  
マッチング実施

スケジュール

Koyudo Collection

Okuizumo Syuzo Co., Ltd.
A コースA コース

B コースB コース
241 Co.

ホテルメルパルク広島
ロビー

8:20 集合

出発8:30

★3　ジーンズの街　児島
241 見学15:30

移動13:00

移動17:30

解散 岡山駅着 解散18:30

12:00 和風弁当 ( 予定 )昼食

フリー
タイム

16:30 ◆希望者のみ、  
マッチング実施

フリー
タイム

14:15 ◆希望者のみ、  
マッチング実施

スケジュール
ホテルメルパルク広島
ロビー

7:50 集合

出発8:00

移動13:10

移動15:00

解散 広島駅着 解散18:00

※朝食は済ませてからご参加ください
※交通状況などにより、解散時間は変更になる場合があります

※本コースは、天候により中止になる
場合があります ( 前日までに判断 )

※プログラムは変更になる可能性があります※プログラムは変更になる可能性があります

女性に人気の高い化粧筆の製造工程
をご見学いただけます。

広島のソウルフード、「広島お好み
焼き」をお召し上がりいただけます。

ｼﾞー ﾝｽ ﾒ゙ｰｶｰの集積地、児島。241の他、
洗い加工場や生地問屋等、その製造を
支える現場をご案内いたします。

奥出雲の酒にまつわる、た
たら製鉄や日本神話の世界
に触れていただけます。

奥出雲観光11:00
奥出雲たたらと刀剣館

12:00 そば打ち実演昼食

川西そば道場

C コースC コース

銘酒「仁多米」はじめ奥出雲酒造の
お酒や、食米としての仁多米等、豊
富に取り揃えられています。

17:00 ウェルカムパーティ フリードリンク＆
ビュッフェスタイル

奥出雲酒造見学13:30
★4　道の駅 酒蔵
　　 奥出雲交流館

ジーンズ
有限会社
ニイヨンイチ

日本酒
菊池酒造株式会社

化粧用・
書道用の筆
株式会社晃祐堂

日本酒
株式会社三宅本店

日本茶
有限会社中村茶舗

コンニャク
加工食品
錦町農産加工
株式会社

和製リキュール
株式会社
岡本亀太郎本店

日本酒
奥出雲酒造
株式会社

手延べ麺
株式会社
奥島創麺巧房

ソース
サンフーズ
株式会社

本事業参加企業
一覧

熊野筆の異端児が
贈る幸せな肌触り

AM 熊野筆の異端児が
贈る幸せな肌触り

AM

ソウルフード
｢広島お好み焼｣専用
ソース

PM 藤井英一が贈る
クレイジーなデニム

PM

All
Day
奥出雲の米と酒
だけで造る
「まことの地酒」


