
２０２１年１１月１７日 

各 位 

株式会社 みちのく銀行 

  

 

 

「海外向け販路開拓 オンライン個別相談会」の実施について 

 

みちのく銀行（頭取 藤澤 貴之）は、業務提携先である株式会社 RCG（本社：東京都中央区

／代表取締役 天間 幸生）と共にお取引先の海外への販路開拓を支援するため、複合型広域ビジ

ネスシステムである「SELAS（セーラス）」※を活用し、シンガポール・タイ・ベトナムのコーデ

ィネーターとのオンライン個別相談会を開催いたします。参加するコーディネーターは、現地の

小売店や飲食店等へ販路を有しております。海外への販路開拓を目指したいとお考えのお客さま

は、是非ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。  

当行は、今後も海外への販路開拓を目指すお客さまへの支援を積極的に行ってまいります。 

 

※SELAS（セーラス）：株式会社 RCG が開発し、地域金融機関等が参画している複合型

広域ビジネスシステムです。新型コロナウイルス感染症等の影響により現地への渡航が難

しい中、日本にいながらオンライン上で商談等が可能となります。また、海外の情報をリ

アルタイムで提供しております。 

 

記 

１．概 要 

名   称 海外向け販路開拓 オンライン個別相談会 

内   容 
「SELAS」を活用し、シンガポール・タイ・ベトナムのコーディネーター

とオンライン個別相談会を開催します。 

日   時 

２０２１年１２月９日（木）１３：００～１７：３０ 

１３：００～１３：３０ RCG セミナー 

１３：４０～１７：３０ 個別相談会 

※各国コーディネーターとの個別相談については、相談時間３０分＋準備・休憩時間

１０分とし、スケジュール確定後に別途ご連絡いたします。 

会   場 
オンライン（Zoom）環境が整った各参加者の拠点となる事業所等。 

（オンライン参加が難しい場合にはご相談ください。） 

主   催 みちのく銀行 共 催 株式会社 RCG 

 

 



２．募集要項 

対   象 SELAS 有料会員他、海外への販路開拓に興味・意欲がある事業者さま 

費   用 

①SELAS 有料会員の方：無料 

②SELAS 無料会員の方：１相談あたり５,５００円（税込） 

※SELAS 会員登録をされていない方は１１月３０日までに会員登録をお願

いします。登録についてご不明な点は、別途お問合せください。 

募集企業数 
６～１０社程度 

※参加者１社あたりの個別相談数は、平均１～３コマを想定しています。 

申 込 締 切 ２０２１年１１月２９日（月） 

申 込 方 法 

添付の「参加申込書」と「商品シート」（任意の様式で可）を作成の上、 

お取引のある営業店もしくはみちのく銀行地域創生部宛にお申し込みくだ

さい。 

申 込 先 

お問合せ先 

みちのく銀行 地域創生部ビジネス成長支援室（担当：中川） 

E-mail：mbk-rcg@michinokubank.co.jp 

ＴＥＬ：０１７－７７４－１２５２ 

ＦＡＸ：０１７－７７４－２５９２ 

※詳細につきましては、添付の「チラシ」をご参照ください。 

 

３．参考 

 SELAS に関する詳細情報につきましては、下記 URL もしくは QR コードをご参照ください。 

 

 SELAS ホームページ：https://selasjapan.jp/  

 

 

 

以 上 

 

 

 

 



  

海外向け販路開拓 オンライン個別相談会 

~ 海外に販売を広げてみませんか~ 

  自社グループがシンガポー

ルで運営するコンビニエン

スストア「EVERY」の商品調

達および輸出業務の他、地

方自治体の海外販路拡大プ

ロジェクト支援に従事。 

 

けんよし りょうへい 

釼吉 亮平 氏 
WAKANUI  

GRILL AND DINING 

エグゼクティブシェフ 

じん だいすけ 

神 大輔  氏 
SKY SOLUTIONS JAPAN㈱ 

CEO 

 

 

●募集企業数  6社～10社程度   

●参加費 SELAS有料会員：無料 

      SELAS無料会員：1相談あたり5,500円（税込） 

●対象国 シンガポール・タイ・ベトナム 

●対象商品（一例） 

   ・食品（小売用・業務用）加工品・青果・水産品など 

 ・飲料／ソフトドリンク・酒類 

 ・温度帯：常温・冷凍 

 ・賞味期限：原則製造日より180日以上あるもの 

    ※注意：成分：畜肉（エキス含む）が含まれていないこと 

                 ミネラルウォーターは不可 

                    ベトナムは青果は不可 

                 その他、現地規制の確認が必要な場合あり 

●相談会後、サンプル輸出（有料）やフォロー面談の 

  実施も検討しております。 

主催： 

海外に、商品を出してみたいけど、どのように進めたらいいかわからない。 

やってみたいけど、英語が話せないから心配。 

そんな悩みをすべて解決できる相談会です！ぜひ、この機会にご参加ください！ 

２０２１年１２月９日（木）１３：００～１７：３０ 

  【おすすめポイント】   
 

   海外展開に意欲のある企業様は 

   どなたでもご応募いただけます。 

 

   海外コーディネーターと 

   直接お話ができます！ 

 

        インターネットを使った、 

           オンライン相談です。                 

   自社もしくはご自身のパソコン・ 

   タブレット・スマートフォンで  

   ご参加いただけます。 

 

現地レストランにてシェフと

して勤務。 

現地外食産業のバイヤー（飲

食店・卸業者）に提案が可能。 

こいずみ かずひこ 

古泉 和彦 氏 

Climb Up Co.,Ltd  

President  

 

2016年6月に当社創業。 

現地にて、北海道テーマの居
酒屋 「原始焼きエカマイ店」
の経営、 日本食コーディネー

ター、日本食材の加工卸とし
て事業を展開。 

 

１ 

２ 

３ 

Climb Up Co.,Ltd 

あらしま ゆうや 

荒島 由也 氏 
㈱スター・コンサルティング・ジャパン 

代表取締役社長  
      

食品関連企業に特化したベト
ナム進出支援。ホーチミンに
てクッキング教室、洋菓子の
製造・販売、カフェ運営をベ
トナム人顧客をメインと事業
実施。高島屋にも店舗を構え
る。情報収集、営業・テスト
販売、フォローアップを通し
た販路拡大までの一気通貫し
たサービスを提供、継続的な
販路拡大を支援。 

開催日時 

※11月30日までに有料会員登録 

されていることを条件といたします。 

【ご利用条件】 
ご参加企業様には、海外販路開拓に役立つ、ビジネスプラットフォーム「ＳＥＬＡＳ」の会員にご登録
いただきます。  【有料会員の場合：月額＠3,850円（税込、3ヵ月間無料）】 

共催： 

シンガポール シンガポール タイ ベトナム 

【開催概要】 

 



海外向け販路開拓 オンライン個別相談会 
参加申込書 

 

（事務局）みちのく銀行地域創生部 担当：中川  

 Eメール：mbk-rcg@michinokubank.co.jp 

 所在地：〒030-8622 青森市勝田1-3-1 

 TEL: 017-774-1252 / FAX: 017-774-2592 

 

2021年12月9日（木） 13：00～17：30 1コマ 30分 

オンライン（ＺＯＯＭ） 

日程 

※参加にあたり、SELAS会員登録を条件としております。会員登録についてご不明な点は別途お問合せください。 

※ＵＲＬについては、後日ご案内いたします。 

御 社 名 
 
 
  

業 種   

御担当者氏名 

  
 

 
所 属 ・ 役 職   

御 住 所 
 
 
  

Ｔ Ｅ Ｌ 

  
 

 

E - m a i l 
 
 
  

主な商談商品 
 
 
  

参 加 方 式 

 
自社からのオンライン参加   or    みちのく銀行本部８階に来行 

 

相 談 を 希 望 
するｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

※面談を希望する海外コーディネーター（チラシ表面に記載）がいらっしゃいましたら 
ご記入ください。 

そ の 他 

※その他、都合の悪い時間帯等がございましたら、本欄に記載願います。 

  
  

※商談参加可能時間帯について、ご希望に沿えない場合もございますので予めご了承くだ
さい。 

※ 本申込書と商品シート（任意の様式）を作成の上、みちのく銀行地域創生部
もしくはお取引のある営業店宛てにお申込みください。 

13：00～13：30 RCGセミナー ※SELASの有効的な使い方等を説明します。 

13：40～14：10  相談会① 
14：20～14：50  相談会② 
15：00～15：30  相談会③ 
15：40～16：10  相談会④ 
16：20～16：50  相談会⑤ 
17：00～17：30  相談会⑥ 
 
  

時間 

会場   

申込み・問合せ 

※申込期限：2021年11月29日（月）  

※各国コーディネーターとの個別相談 
 については、相談時間30分+準備・休 
 憩時間10分とし、スケジュール確定後 
 にご連絡いたします。 



 

 

ｄ 

 

１．開催名称 

「海外向け販路開拓 オンライン個別相談会」（主催：株式会社みちのく銀行、共催：株式会社RCG） 

 

２．オンライン相談会の実施概要 

（１）開催日程：2021年12月 9日（木） 13：00～17：30 

（２）商談時間：下表のとおり。 ※日本時間 

日本時間 内容 

13：00～13：30 RCGセミナー ※「SELAS」の有効的な使い方等を説明します。 

13：40～14：10 相談会①   ※各国コーディネーターと個別に相談いただきます。 

14：20～14：50 相談会② 

15：00～15：30 相談会③ 

15：40～16：10 相談会④ 

16：20～16：50 相談会⑤ 

17：00～17：30 相談会⑥ 

  ※各相談会の後、約10分間の休憩・準備時間を設けております。スケジュール確定後に別途ご連絡いたします。 

（３）募集締切：2021月11月 29日（月） 

（４）会場：オンライン環境が整った各参加者の拠点となる事業所等。 

（５）相談形式： 

・参加企業に予め通知するスケジュールに従って個別に相談を行っていただきます。 

・相談1コマあたり30分とし、スケジュール等の関係から、相談相手となるコーディネーターの選定は運営側にて行いま 

すが、相談を希望するコーディネーターがいらっしゃいましたら、参加申込書に記載ください。 

（６）相談ツール：オンライン会議システム「Zoom」使用 

（７）オンライン相談の開催規模 

 ①参加コーディネーター：4名（シンガポール2名、タイ 1名、ベトナム1名） 

 ②参加事業者：6社～10社程度 

※参加事業者1社あたりの個別相談数は、参加事業者数等にもよりますが、平均1～3コマを想定しています。 

 

３．参加要件  

（１）SELAS会員であること。 

※カタログギフト「BANKER’S Choice」掲載企業である有料会員も対象となります。 

※無料会員である場合、参加費を頂戴いたします。 

（２）海外への販路拡大に意欲があること。 

（３）個別相談への対応が可能なこと。 

（４）参加申込書及び商品シートへの入力とその情報開示に同意すること。 

（５）提供された一切の情報は、事務局において適切な運用をすることに同意すること。 

（６）相談会後も、成約に向けてコーディネーター及びバイヤーとの交渉を継続する意欲を有すること。 

（７）相談会後のアンケート調査及び、終了後のフォローアップ調査に協力すること。 

 

 みちのく銀行では、業務提携先である株式会社 RCG と共にお取引先の海外への販路開拓を支援するため、

複合型ビジネスシステムである「SELAS（セーラス）」※を活用し、シンガポール・タイ・ベトナムのコーディ

ネーターとのオンライン個別相談会を開催いたします。参加するコーディネーターは、現地の小売店や飲食店

等へ販路を有しております。海外への販路開拓を目指したいとお考えのお客さまは、この機会に是非お申込み

ください。 
※SELAS（セーラス）：株式会社RCGが開発し、地域金融機関等が参画している複合型広域ビジネスシステムです。 

新型コロナウイルス感染症等の影響により現地への渡航が難しい中、日本にいながらオンライン上で商談等が可能となります。 

また、海外の情報をリアルタイムで提供しております。 

 

 

 海外向け販路開拓 オンライン個別相談会 ～募集要項～ 



 

 

４．参加コーディネーターの特性 

コーディネーター名 国 名 詳   細 

神 大輔氏 

SKY SOLUTIONS 

JAPAN㈱ 

シンガポール シンガポールに自社グループの小売店舗（コンビニ２店舗・SG高島屋内２店

舗（和雑貨・菓子）及び EC サイトを有しているおり、自社店舗用の仕入れ

が可能。 

釼吉 亮平氏 

WAKANUI GRILL 

AND DINING 

シンガポール ステーキハウスの料理長であり、現地ネットワークが強い。 

食材の仕入れ、他飲食店への紹介が可能。 

古泉 和彦氏 

Climb Up Co., Ltd 

タイ 現地にて北海道テーマの居酒屋「原始焼きエカマイ店」を経営。日本食コー

ディネーター、日本食材の加工卸として事業を展開。 

荒島 由也氏 

㈱スター・コンサルティ

ング・ジャパン 

ベトナム 食品関連企業に特化したベトナム進出支援。ホーチミンにてクッキング教

室、洋菓子の製造・販売、カフェ経営を行っている。 

高島屋にも店舗を構え、情報収集・営業・テスト販売、フォローアップを通

した販路拡大までの一連サービスを提供。 

 

５．申込み 

（１）参加費用： 

「SELAS」会員を対象とします。 

（11月30日までに有料もしくは無料会員登録をお済ませください。登録方法について、ご不明点は別途お問合せください。） 

  ①有料会員の方：無料 （※11月 30日までに有料会員登録されていることを条件とします。） 

②無料会員の方：スケジュール確定後、1相談あたり5,500円（税込）を頂戴いたします。 

（２）申込方法 

・「参加申込書」と「商品シート」を作成の上、11月 29日（月）までにお取引のある営業店もしくはみちのく銀行地域創

生部宛てにお申し込みください。  

・相談スケジュールは調整後にご連絡します。ご希望に添えない場合もありますので予めご了承ください。 

・相談会終了後、アンケート等にご協力をお願いします。 

・新型コロナウイルスの影響等により、内容が変更となる場合があります。予めご了承ください。 

 

６．お問合せ（土・日・祝日を除く平日 9：00～17：00） 

 

   【 事務局 】みちのく銀行地域創生部 担当：中川 Eメール：mbk-rcg@michinokubank.co.jp 

    所在地：〒030-8622 青森市勝田1-3-1（ TEL: 017-774-1252 / FAX: 017-774-2592） 

 

７．その他 

（１）各国コーディネーターとの個別相談は全て日本語で対応可能です 

（２）本募集要項に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、上記問合せ先までご連絡ください。 

（３）新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、内容が変更される可能性がある旨を予めご了承ください。 

（※変更が生じた場合は、事務局より改めてご連絡を差し上げます。） 

（４）本相談会開催中に撮影した写真や映像等を、関連するマスメディア等の報道や事業報告書等の公的な書面に使用させ 

ていただく場合もございます。 

（５）天災地変その他不可抗力により実施内容及び、日程の変更または開催を中止する場合がございます。（主催者はこれら

によって生じる損害については一切の責任を負いません。） 

（６）個人情報の取扱いについて 

本相談会における個人情報は個人情報に基づく法令及び、その他の規範を遵守して適切に管理いたします。参加申し込

みの際に入力いただきましたお客さまの個人情報については、お客さまとの連絡のために利用させていただくほか、申

し込みいただいた内容において提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲で利用させ

ていただきます。その他、当事務局は「お知らせ」「事業のご意見やご感想の提供のお願い」「アンケートのお願い」「統

計的な資料の作成」「参加者及び関係機関との円滑な連携等」当事業の円滑な運営のためにご登録いただいたお客さま

の個人情報を使用させていただく場合もございます。                   

以上 


