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平成 29 年度首都圏飲食店向け三重県産品販路開拓支援事業 

サンプル試食会「第３回三重県フェア（商談会）」に関するＱ＆Ａ 

 

≪サンプル試食会「第３回三重県フェア（商談会）」について≫ 

Ｑ1. サンプル試食会「第３回三重県フェア（商談会）」とは？ 

 株式会社アイフィスが主催して、地方の食材を都内飲食店に紹介するサンプル

試食会のうち平成 29年 10月 12日（木）開催分を三重県フェア（商談会）として、

三重県産品を特集します。 

 

Ｑ2. サンプル試食会はどのような形式で開催しているのか？ 

株式会社アイフィスが、毎月１回、原則第２木曜日の午後に紙パルプ会館（銀

座）１階のカフェスペースを借り切って定期的に開催しています。 

食材のサンプルを展示するとともに必要に応じて簡単な調理を行い、来館され

た飲食店の方々に試食していただき、食材の特徴や調理方法等を紹介しています。 

食材の紹介は、生産者・事業者が会場までお越しになり直接行うことも可能で

すし、ご来場が難しい場合は株式会社アイフィスのスタッフが代行します。 

 

Ｑ3. いつごろから開催しているのか？ 

2009 年 11 月から毎月開催しています。８年間の実績により地方の食材が手に

入る場として銀座・日本橋を中心とした飲食店の皆さまに認識され、リピーター

もたくさんいらっしゃるほか、修行中の若手料理人の勉強の場にもなっています。 

 

Ｑ4. 開催時間は？ 

飲食店のアイドルタイムである 14時から 16時頃まで開催しています。 

準備は 12時から、撤収は 16時からとなります。 

 

Ｑ5. どのような飲食店、どのくらいの人数が来場しているのか？ 

老舗料亭、割烹、寿司、天ぷら、うなぎ、洋食、中華、イタリアン、フレンチ、

蕎麦、Barなどの店主や料理長を中心に、毎月およそ 30～40名の方々が来場しま

す。 

 

Ｑ6. どのような食材が好まれるのか？ 

個性豊かな地方ならではの特徴を持った食材、各地のこだわり食材などです。

また、素材系の食材が好まれます。 

 

Ｑ7. 会場の場所や広さは？  

会場は、紙パルプ会館１階（東京都中央区銀座３丁目９－11）のカフェスペー
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ス「銀座みもざ館」です。（銀座駅から徒歩３分程度） 

「銀座みもざ館」は、40席のカフェスペースであまり広くはありません。テー

ブルや椅子を並び替え、サンプル試食会・商談会を行います。 

 

Ｑ8. どのような設備があり、どの程度の調理が可能か？ 

会場内での調理スペースはたいへん狭いため、ご参加される生産者・事業者の

皆様にお使いいただくことが困難となっております。当日は温める、切るなど、

できる限り簡単な調理で提供できるようにご準備いただくことが望ましいです。 

 

Ｑ9. サンプルはどの程度準備しなければならないのか？ 

展示用食材のほか、来場者 40名程度の皆さんがひと口ずつ試食できる程度の量

をご用意ください。また、可能であれば、サンプル持ち帰り用のものを少量ご用

意いただけますと、興味を示した飲食店に提供することができます。 

 

Ｑ10. サンプルのほか、準備した方が良いものは？ 

ＰＯＰやチラシなど食材や生産者・事業者をＰＲするもの等があればご用意く

ださい。 

ただし、サンプル試食会（食材カタログ「産直レター」含む）を通じて販売価

格は株式会社アイフィスの手数料が上乗せ（Ｑ18 の回答を参照）されますので、

価格表記についてはご注意ください。 

なお、会場レイアウトの都合によりご用意していただいたものの一部の利用に

なるかもしれませんので、ご了承ください。 

 

Ｑ11. サンプル試食会の当日、生産者・事業者は会場まで行かねばならないのか？ 

原則、食材の提供のみで、東京までお越しいただかなくても構いません。 

ただし、都内の飲食店にＰＲを行うことができる、せっかくの機会ですので直

接、売込みされることをお勧めします。なお、会場スペースの都合上、複数名の

ご参加はご遠慮ください。希望者多数の場合は調整させていただきます。 

 ※参考：平成 28 年度は、12 事業者（出品者数 16 者）が来場。 

 

Ｑ12. 商談、注文はどのように受け付けるのか？ 

商談は、試食をしながらその場（商談ブースなし）で行います。注文受付は株

式会社アイフィスのスタッフが対応します。 

注文があった場合、試食会翌日以降に株式会社アイフィスから生産者・事業者

の皆様に発注書を FAX 送信します。初回は、発送方法などを改めてお知らせしま

す。 
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Ｑ13. これまでの取引実績（１件あたりの発注量等）は？ 

 １回あたりのサンプル試食会やその後に発行する食材カタログ「産直レター」

による月間の取引件数は平均すると 120～150件です。多い月もあれば少ない月も

あります。 

 また、来場する飲食店は個店が多く、チェーン店でないことから、１件あたり

の発注量はそれほど多くはありません。しかし、レギュラー（定番品）としてご

利用いただいている食材もあります。 

 

≪食材カタログ「産直レター」について≫ 

Ｑ14. 食材カタログ「産直レター」（以下、「カタログ」という。）のサイズ、ページ

数や作成部数は？ 

Ａ４サイズ、８ページ（カラー刷り）で、500部作成します。 

 

Ｑ15. どのようなところに配布されるのか？ 

主に都内の飲食店に郵送します。 

 

Ｑ16. カタログに掲載する写真、説明文はどうすれば良いのか？ 

事前に生産者・事業者の皆様からいただいた情報をもとに、株式会社アイフィ

スで原稿を作成します。画像に関しては、原則、皆様からの提供をお願いします

が、適当な画像がない場合には株式会社アイフィスで撮影することも可能ですの

で、ご相談ください。 

 

Ｑ17. 受注から発送、代金回収までの流れは？ 

受発注、代金決済、クレーム対応は、株式会社アイフィスが窓口となります。 

① 商品の流れ 

飲食店（発注） ⇒ アイフィス ⇒ 生産者・事業者（発送） ⇒ 飲食店 

② 代金の流れ 

生産者・事業者（請求） ⇒ アイフィス ⇒ 飲食店（支払） ⇒ アイフ

ィス ⇒ 生産者・事業者 

 

Ｑ18. 手数料等はどのようになっているのか？ 

食材の販売価格は、基本的に生産者・事業者の皆様の卸売価格に手数料を上乗

せして、設定します。（サンプル試食会、カタログとも同様） 

 

≪募集手続きについて≫ 

Ｑ19. 募集期間はいつからいつまで？ 

平成 29年 7月 22日（土）から平成 29年 8月 24日（木）までです。 
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Ｑ20. この説明会に参加していなくても応募できるのか？ 

応募できます。 

   

Ｑ21. 募集する三重県産食材の定義は？ 

県内で生産・収穫された農畜水産物及びその加工品。県内事業者が生産、製造

する加工食品（調味料等含む）としています。 

  

Ｑ22. どのような食材でも構わないのか？ 

取り扱い食材は基本的に国産に限定しています。 

また、酒類販売免許を有していませんので酒類は紹介のみとなっています。各

料理店の取引先の酒販店、またはメーカーへの問い合わせの取扱いとなります。 

 

Ｑ23. １生産者・事業者あたり何アイテムまで応募できるのか？ 

１生産者・事業者あたり２アイテム（食材）までとします。 

 

Ｑ24. １アイテムとして取り扱える考え方は？ 

 同じ食材で量目（入数）の違い、品種の違いは１アイテムとして取り扱うこと

が可能です。 

 例：醤油 500ml、１L、…、みかん２㎏、５㎏…、ミニトマト（アイコ、イエロ

ーキャロル、…）など 

 ただし、品種の違いの場合は供給可能時期などが分かるように申込書に記載し

てください。 

 

Ｑ25. 所定の応募様式はどこで入手できるのか？ 

三重県のホームページからダウンロードできます。検索エンジンで「サンプル

試食会「第３回三重県フェア（商談会）」と検索してください。 

平成 29年 7月 22日（土）に、三重県のホームページに掲載します。 

 

Ｑ26. どこにどのような方法で提出するのか？ 

株式会社アイフィス（担当：小原、石渡）までメールもしくは郵送で募集期間

内（平成 29年 8月 24日まで）に到着するようにご提出願います。 

 メールアドレス ifys.mie@gmail.com 

 郵送先 〒112－0005 東京都文京区水道２丁目 10番 13号 

            株式会社 アイフィス 小原、石渡（いしわた）あて 

 

Ｑ27. サンプル試食会もしくはカタログのいずれか一方のみ応募することはできる

のか？ 

両方セットです。一方のみの応募はできません。 
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≪選定方法について≫ 

Ｑ28. どれくらいの数の食材を選定するのか？ 

約 20食材を予定しています。 

 

Ｑ29. どのような考え方で選定するのか？ 

「三重県産としての特徴、セールスポイント」、「来場する料理店のニーズとの

適合性」を考慮して選定を行います。 

 

Ｑ30. 選定結果はいつごろまでに分かるのか？ 

９月上旬にお知らせします。 

 

≪費用負担について≫ 

Ｑ31. 選定された場合、負担しなければならない経費は？ 

サンプル提供に係る食材費、送料はご負担ください。また、当日、会場までお

越しいただく場合は、その旅費についても自己負担でお願いします。 

 

≪スケジュール≫ 

Ｑ32. 今後のスケジュールは？ 

およそ下記のとおりとなります。 

7/22（土）～8/24（木） － 9月上旬 9月中旬 10/12（木） 10月末 

募 集 期 間 
選 定 

事 務 

選定結果 

通 知 

連 絡 

調 整 

サンプル 

試食会 

カタログ

発 行 

選定された食材の生産者・事業者については、サンプル試食会、カタログ制作

にあたって画像や書類等の追加提出など、連絡調整が必要となりますので、ご協

力をお願いします。 

 

≪過去の実績≫ 

Ｑ33. 過去２回の事業で、どのくらいの生産者・事業者が、サンプル試食会に出品

したのか？ 

過去２回は、いずれも３月に実施し、平成 27 年度は、17 の生産者・事業者が

21食材、平成 28年度は、16の生産者・事業者が 25食材を出品しました。 

 

Ｑ34. 成約件数の実績は？ 

平成 29年 7月 18日時点で 83件です。 

 

≪その他≫ 

Ｑ35. 選定されなくても、株式会社アイフィスが行うサンプル試食会等を利用した

い場合はどうしたら良いか？ 
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株式会社アイフィス（担当：小原、石渡 ifys.mie@gmail.com ）までメールで

お問い合わせください。システム内容や料金等についてご説明申し上げます。 

 

お問い合わせ 

 三重県営業本部担当課  髙島    電話 059-224-2386  

 株式会社アイフィス 小原、石渡  電話 03-5395-1201  

 


