
2020 年 7 月 20 日 
 
 

  

第 35 回 ビジネス商談会「名銀ジョイント」を開催します！ 

～宇佐美鉱油とジョイント～ 

名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、「ビジネス商談会『名銀ジョイント』～宇佐美鉱油とジョ

イント～」を下記の通り開催いたしますのでお知らせします。 
当商談会は、バイヤーに株式会社宇佐美鉱油を招聘し、同社が求める商品の提供ができるサ

プライヤー企業を募集し、逆見本市形式で開催いたします。 

記 

タイトル 第 35 回 ビジネス商談会「名銀ジョイント」～宇佐美鉱油とジョイント～ 
主 催 名古屋銀行 
形 式 逆見本市商談会 

会 場 
名古屋銀行 ハートフルプラザ 
（名古屋市中村区名駅 3 丁目 28 番 12 号 大名古屋ビルヂング 16 階） 

開 催 日  2020 年 10 月 8 日（木）、9 日（金） 
バイヤー 株式会社宇佐美鉱油 
商談対象 ネット通販向けの商材 
開催時間 9：40～17：00 
商談時間 1 商談 40 分を目安 
商 談 数  60 社程度 
参加費用 無料 

 
以 上 

 



□商談会参加までの流れは、裏面をご確認ください。 

ビジネス商談会「名銀ジョイント」  

～株式会社宇佐美鉱油とジョイント～ 

日時 2020年 10月 8日（木）・9日（金）の2日間    
    9：40 ～ 17：00 
 
会場 名古屋銀行 ハートフルプラザ 
    （名古屋市中村区名駅3丁目28番12号  
          大名古屋ビルヂング16階） 
    （TEL：052-562-0758）   

主催 名古屋銀行                   

サプライヤー企業を募集します！  
募集企業数   ：60社程度  
商談時間     ：1商談 40分程度  
参加費      ：無料 

申込締切      ：2020年8月31日(月) 

ご注意：バイヤー企業の希望分野と合致しない場合は、事前にお断りすることがございます。また、お申込み多数の場合は、 
      バイヤー企業と相談の上、商談先サプライヤー企業を選定させていただくことがございます。 

商談バイヤー ：株式会社宇佐美鉱油  

 
 
 
 

 株式会社 宇佐美鉱油は、主要事業として全国に
直営485店舗のサービスステーションを直営で展開し
ており、「燃料油販売」、「カーメンテナンス」、「モビリ
ティー事業」、「EC事業」、「海外事業」等、多彩な
事業を展開しています。 
 また、傘下のグループ会社では、｢人材派遣｣、｢保
険代理店｣、｢燃料配送」、｢施設管理」等の様々な
事業を展開しています。 

《募集内容》 

宇佐美鉱油が展開する総合ECサイト『うさマー

ト』、ギフトサイト『うさマートギフト』にて、ネット通

販向けの商材をご提供いただける “サプライヤー

企業”を募集します。 

 商材一覧は別紙参照願います。 

 

『                     』とは・・・ 

主に、直営店舗(485店舗)、法人会員(8万社)、当社

従業員(8千人)、個人会員(947万人)をターゲットとした、

総合ネット通販のサイトです。 

当サイトは、全国485のリアル店舗と連携したサービスを

展開しており、店舗・ネットの自社ポイント顧客

（Usappyポイント）の相互送客を実現させております。 

また、約4000カテゴリーを有しておりますので、いかなる 

商品も展開できる総合通販サイトです。 

他社のネット通販サイトとは異なり、ログインした会員種別

によって商品の掲載、売価を変更できる機能を有している

のが特徴のネット通販サイトです。 

 

『               』とは・・・ 

主に、法人会員（8万社）、個人会員（947万人）、

一般ユーザーをターゲットとした、ギフトサイトです。うさマー

トサイトと同様、自社ポイントを利用できるギフトサイトと

なっております。 

251カテゴリーと20の用途別項目を有しておりますので、

様々なシーンで利用できるギフト商材に対応しております。 

 
 

≪諸条件・納品場所≫※本件ご応募は、メーカー企業、商社（卸）ともに可とさせて頂きます。・   

  ・  各種法令を順守していること 

   ・  ネット通販が可能な商材を提案可能な企業 （大型工作機械や重機など配送不可品は対象外です) 

   ・  基本的に貴社にて在庫を保有していること （必須ではありません） 

   ・ ＪＡＮコードを商品データと共に保有していること（必須ではありません）  

   ・ 納品方法 及び 納品場所は商品により異なりますので、詳細は面談時に確認願います。  



申込企業 

（サプライヤー） 

①「参加申込シート」

及び「商談品明細」を

ご記入の上、「商品パ

ンフレット」を添付し、

ご提出ください。 

⑦商談の時間割をご

確認ください。 

名古屋銀行 

（営業店） 

②申込内容を確認

後、事務局に申込

シート等を送付。 

⑥商談可否結果と商

談時間の連絡を受け、

申込企業へ案内。 

バイヤー企業 

（株式会社宇佐美鉱油） 

④申込内容を確認

後、商談先を選定し、

事務局へ通知。 

名古屋銀行 

（事務局） 

③申込シート等をとり

まとめ、申込期限経

過後に、バイヤーへ申

込シート等を送付。 

⑤バイヤーからの通知

を受け、商談の時間

割を確定。営業店へ

商談可否結果と商談

時間を連絡。 

⑧商談を実施。＜1商談40分＞ 

※当日は商談開始時刻の15分前までに会場にお越しください。 

  

 

参加お申込みから商談会当日までの流れ 

※お願い 
①商談時間割決定後のキャンセルはご遠慮ください。 
②当日は開始15分前までに必ずお越しください。遅刻・キャンセルは無いようにお願いします。 
③商談時には、会社概要、商品カタログ、サンプル等をお持ちください（物販行為はできません）。 
④契約駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。 
⑤天候・商談企業等の諸事情により商談会を中止する場合がございます。 

■お問合せ先  ※参加お申込みおよび詳細は、お近くの名古屋銀行各店舗にお問合せください。 

  名古屋銀行 法人営業部 法人コンサルティンググループ  

    ＴＥＬ：052-962-6994 

注意事項/●商談企業の希望商品以外のご商談はお断りさせていただくことがあります。●お申込み内容等、お客さまの情報は商談企業に事前に
提供します。不明な点等について、担当者・事務局または商談企業から問合せする場合がありますので、ご対応願います。●本商談会はビジネス
チャンスの場を提供するもので、取引を保証するものではありません。●会場内外を問わず、調理行為、危険物の持ち込み、物販行為は固くお断り
します。●本商談会を契機に発生したトラブル・損害について、一切責任を負いかねます。●商談会当日は、商談の様子をカメラ・ビデオで撮影させ
ていただき、名古屋銀行の広報活動に使用させていただく場合があります。●天候・商談企業の都合により、商談会を中止する場合があります。 
●一部内容が変更となる場合がございます。●名古屋銀行では、各種感染予防対策を講じております。ご来店されるお客さまにおかれましては、 
マスクの着用にご協力をお願いいたします。（※詳細は、名古屋銀行のホームページ『新型コロナウイルスについて』のご案内をご確認ください） 



  

【テーマ①】総合ECサイト向け商材の提供（主にBtoC向け） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         

カテゴリー 品目例 

 ①カー用品  ブレーキ踏み間違い防止装置、自動車用オイル、キャリア、スポーツパーツ 

 ②バイク用品  ヘルメット、バイクウェア、盗難防止用品、ツーリング関連グッズ、装飾パーツ 

 ③自転車用品 
 盗難防止用品 

 ④園芸 
 種・苗・球根・植木・芝生、用土、肥料・農薬、プランター、園芸用資材、土工農具、散水用品、 
 農芸機器、害虫・害獣対策、ガーデンファニチャー、除雪用品、農業資材 

 ⑤ペット用品 

【犬・猫】 
 フード、サプリメント、食事用品、首輪・ハーネス・リード、服・アクセサリー、犬小屋・ケージ、お出かけ用 
 品、ベッド・マット・クッション、おもちゃ、トリミング・グルーミング用品、トイレ関連、しつけ用品、掃除・消 
 臭、防虫、ケア用品、高齢用、介護用品、ドリンク 
【小動物用品】 
 うさぎ、フェレット、ハムスター、鳥、水中生物、爬虫類、昆虫、フード、飼育ケース、飼育用品 

 ⑥日用品 

【トイレ用品】 
 トイレマット、便座カバー、スリッパ、整理・収納用品、洗剤、芳香消臭剤、掃除用具 
【バス用品】 
 洗面器・風呂いす・手桶、ボディタオル、シャワーヘッド、シャンプー・コンディショナー、ボディソープ、タオル 
 類、足拭きマット、整理・収納用品、掃除用具、掃除用洗剤 
【洗濯用品】 
 洗濯洗剤、カゴ類、ハンガー・物干し、ランドリー用品 
【掃除用品】 
 スポンジ・たわし、ブラシ・モップ、ほうき・ちりとり、粘着シート 
【玄関】 
 玄関マット、靴用ケア用品、収納ボックス、玄関消臭剤 
【その他日用品】 
 ヒゲ剃り、ヒゲ剃り用品、避妊具、婦人用衛生用品、包帯、ガーゼ、コンタクトレンズケア用品、虫よけ 

 ⑦キッチン用品 

 ラップ・保存用品、食器洗い洗剤、食器洗い用具、キッチン周り用品、キッチン収納、鍋・フライパン、 
 包丁・ナイフ、まな板、ざる・ボウル、皿、プレート、グラス・マグカップ、茶碗、箸、スプーン・フォーク、 
 飲料・お酒用品、調理家電、食器、弁当箱、水筒、テーブルクロス、トレイ・おぼん、調味料ケース、 
 キッチン布製品 

 ⑧インテリア 

 ベッド・マットレス・寝具、ソファ・クッション、テーブル・椅子、テレビ台、リビング収納、食器棚、収納・チェ 
 スト・衣装ケース、本棚、学習机、カーテン、カーペット、造花、ダストボックス、照明器具、その他エクス 
 テリア、パーテーション、鏡、時計 

 ⑨家電 
 冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、乾燥機、エアコン、調理家電、掃除機、アイロン・衣類スチーマー、照明器 
 具、シェーバー、ヘアアイロン・ドライヤー、電動歯ブラシ、マッサージ機器、ウォシュレット、空気清浄機 

 ⑩テレビ・オーディオ 
 テレビ本体、カメラ本体、PC本体、レコーダー・プレーヤー、オーディオ本体、タブレット、記録メディア、 
 プリンター・スキャナー 

 ⑪オフィス用品  文房具全般 

 ⑫美容・コスメ  ヘアケア用品、メイクアップ用品、香水、スキンケア用品、ダイエットフード・ダイエットドリンク 

 ⑬ファッション 
 メンズファッション、レディースファッション、靴、カバン、インナー、財布、靴下、レインウェア、水着、腕時計、 
 革製品、アクセサリー類、小物 

 ⑭スポーツ用品 
【各種スポーツ用品】 
 ゴルフ、野球、サッカー、卓球、バスケ、テニス、バレーボール、ラグビー、水泳、ランニング、サーフィン、 
 スキー、スノーボード、トレーニング用品、エナジードリンク、各種スポーツウェア 

 ⑮アウトドア  テント、テーブル、チェア、BBQ用品、食器類、クーラーボックス、アウトドアファッション 

 ⑯トラベル  キャリーバック、ボストンバック、トラベルポーチ、移動中や旅先で便利なグッズ 

 ⑰キッズ・ベビー  玩具、知育玩具、キャラクターグッズ、TVゲーム全般、ベビーグッズ、子供服、チャイルドカー、紙おむつ 

 ⑱雑貨・小物  生活雑貨、輸入雑貨、便利グッズ、ブライダル商材 

 ⑲介護用品  成人用おむつ、入浴関連商品、歩行補助関連商品、その他便利グッズ 

 ⑳食品 
 産地直送食材、お酒、ドリンク類、スイーツ、ギフト商材、麺類、インスタント食品、有名店食材、加工   
 品、冷凍食品 

貴社限り・転用不可 

名古屋銀行 法人営業部（2020/7） 

名古屋銀行 法人営業部（2020/7） 



  

【テーマ②】ギフトサイト向け商材の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               以         

カテゴリー 品目例 

 ①食品・飲料 
 スイーツ、パン類、鍋料理、和食、洋食、健康食品・健康補助食品、コーヒー・お茶・フルーツジュース、 
 栄養ドリンク、おせち料理 

 ②酒類 
 ビール・発泡酒、焼酎、日本酒、梅酒、洋酒・リキュール、チューハイ・カクテル、ワイン、その他酒類 

 ③花・観葉植物 
 ブリザードフラワー、フラワーアレンジメント、花束・切花、生花、造花、鉢花、観葉植物 

 ④食器 
 銀製品食器・グラス、金製品食器・グラス、ガラス食器・グラス、茶碗、箸 

 ⑤キッチン用品 
 台所刃物、フライパン、鍋、ポット、ピッチャー類、ボトル、水筒 

 ⑥家具・インテリア 
 タンス・チェスト、収納用品、ソファ・座椅子、マッサージチェア、キッチン家具、玄関家具、和家具、籐家具、  
 オルゴール、鏡、灰皿、金属雑貨、カーテン、木製製品、スリッパ、照明、こたつ布団 

 ⑦タオル類 
 バスタオル、フェイスタオル、ブランド商品、ハンカチ、ひざ掛け、布製品 

 ⑧寝具 
 マットレス、シーツ、掛け布団、枕、敷きパット、こたつ布団 

 ⑨ファッション 
 ビジネス、婦人服、紳士服、カジュアル、スポーツ、子供服、貴金属、腕時計、財布、靴下、靴、サングラス、 
 メガネ、ベルト、革製品、ブランド品、鞄、小物 

 ⑩日用品 
 洗濯洗剤、石鹸、入浴剤、電動歯ブラシ、台所雑貨、線香、ろうそく、DIY用品 

 ⑪衛星・健康用品 
 体脂肪計、体重計、血圧計、体温計、マッサージ機、トレーニング機器 

 ⑫キッズ・ベビー 
 子供服、ベビー服、玩具 

 ⑬ペット用品 

【犬・猫】 
 フード、サプリメント、食事用品、首輪・ハーネス・リード、服・アクセサリー、犬小屋・ケージ、お出かけ用品、 
 ベッド・マット・クッション、おもちゃ、トリミング・グルーミング用品、トイレ関連、しつけ用品、掃除・消臭、防虫、 
 ケア用品、高齢用、介護用品、ドリンク 

 ⑭電化製品 
 季節機器（冷暖房機器）、パソコン 

 ⑮園芸用品 
 花瓶、プランター 

 ⑯美容・コスメ 
 有名ブランドのハンドクリーム、ボディケア、化粧品、香水 

 用途別項目 

 出産祝い、結婚祝い、香典返し、引き出物、新築・引越し祝い、入学・卒業・合格・昇進祝い、記念日、 
 快気祝い、退職、還暦・敬老・長寿祝い、母・父の日、お歳暮、おせち、誕生日、お正月・お年賀、バレンタ 
 イン・ホワイトデー・ひな祭り、お花見、イースター、エイプリルフール、こどもの日、敬老の日、ハロウィン、クリスマ 
 ス、手土産、成人祝い 

  ≪諸条件.2≫ 
 

   ・  商品登録時、商品マスタの作成をしていただく必要があります。 
  ・ 個人宅へ商品の出荷対応（直送）が行える。 

  ・ ギフト商品は、包装・熨斗を対応していただける。（ギフト） 

  ・ 物量に限らず、安定した商品供給を行える。 

  ・ 提供した商材に対して、問合せ先をご用意いただける。 

  ・ 定期的（季節・イベント毎）に、商品提案をいただける。 

貴社限り・転用不可 


