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① 商工会議所・商工会連携
について



１ 事業の概要
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２ 事業に参加している商工会議所・商工会

函館
商工会議所

盛岡
商工会議所

那須塩原市
商工会

西那須野
商工会

みなかみ町
商工会

さいたま
商工会議所

三条
商工会議所

氷見
商工会議所

上田
商工会議所

前回のフォーラムにおいてさいたま市から提案

東日本地域の経
済的なつながりを
深めていきたい

経済の主体となる
民間の連携を進め
ていくべき

地域の商工業活
動に精通した商工
会議所及び商工会
同士の連携

福島
商工会議所



３ 今後の展望

技術・人的交流事業

• 各商工会議所・商工会に産業
観光資源について照会し、情
報収集及び共有を図る。

イベント等の相互活用

• 各商工会議所・商工会の商談
会や観光ＰＲの場について、
相互活用できるものを照会し、
情報共有を図る。
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イベント等の相互活用

• 「BIZ SAITAMAさいたま市産業交流展2018」「農と食の展示・
商談会2019」への出展など、さいたま側のイベントを案内

（仮称）東日本連携支援センターの活用

•センターのＢｔｏＢ機能は、さいたま商工会議所が推進
• 「商工会議所・商工会連携」でも活用



② 東日本連携推進協議会
について
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東日本連携・創生フォーラム発表資料



東日本連携推進協議会
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【会 期】2018年9月19日（水）→24日（月）

【会 場】大宮髙島屋6階会場

【内容】東日本連携各市との連携を図り、おすすめの商材やイベントなど情報収集を行いながら、
当社のバイイングノウハウを活かした物産・観光展を開催。

【本年展開のポイント】
・さいたま市と東日本連携の様々な取組みを行っている『那須塩原市』のグルメと観光を特集。

協力：那須塩原市観光協会
・各連携各市ご協力のもと観光コーナーを設置するほか、プロモーションイベント（来場粗品）を実施。

協力：氷見市、高岡市
・各連携各市の物産品販売のほか、ご当地グルメを
会場で堪能できる実演販売やイートインを展開。

【販促策】
・折込チラシ9月19日号
・HP 9月19日アップ
・ライン＠、アプリ プッシュ通知
・ポンタメルマガ
・館内Ｂ3ポスター
・外構柱看板制作 折込チラシ9月19日号→

2018年「東日本グルメ紀行」

大宮高島屋



大宮髙島屋 2018年「東日本グルメ紀行」

↓連携都市那須塩原市と連携によるイ
ベント「みるふぃ」来店。ご来場プレゼント
には多数のお客様が列に並んだ。

↓連携都市の観光パンフレットコーナー
を設置。ＪＲ東日本大宮支社のご協
力のもと、観光コーナーも設置。

↓栃木県様のご協力のもと、20日～
22日、１階軒先にて「栃木マルシェ」を
開催。 栃木の物産を販売。

↓21、22、23日限定のペニーレインの
限定販売はお客様の列が会場を囲うほ
どの集客。

↓東日本のグルメをその場で堪能。
実演販売や 試食会をまじえ、
会場は盛況。

↓土、日は家族連れの若い顧客層の
来場も目立つ。

連携各市様との取組み事例

会場・お客様の様子



大宮アルシェ

大宮アルシェの大型モニター
（大宮駅西口駅前ビル）を
活用した連携都市ＰＲ

さいたま市との連携で今秋に
合計40日以上に渡り映像と
音声にて東日本連携をプロ
モーション予定

伝えること＞
１、連携都市の名前
２、連携の意義
３、催事、イベントなど
４、首長フォーラム日程

ターゲット＞
１、市民、県民
２、ビジネスユース

東日本連携プロモーション事業

＜モニタ仕様＞
放映時間 7：00～23：00 (16時間/日)
視認範囲内歩行者 ２４万人／日
画面サイズ タテ4.08m×ヨコ 7.2m(29.37㎡)
アスペクト比 16：9 11



幸せのパンケーキ仙台店 限定メニュー
「シチリア産岩塩の塩キャラメルパンケーキ」販売



そごう大宮店





パレスホテル大宮

■2018年10月15日(月) 19:00～
■場所：パレスホテル大宮

宴会場「ローズルーム」
■共催：東日本連携推進協議会

パレスホテル大宮,さいたま市
■内容：大宮駅に乗り入れている

新幹線各路線自治体の
料理人を招聘し、
それぞれが地場産食材を
使用した料理を
フルコース形式にて提供する。

◆ 第2回東日本美食が集うガラディナー2018
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【参加シェフ】
深谷 宏治（レストランバスク オーナーシェフ）／北海道･函館
須田 忠幸（八戸プラザホテル 取締役総料理長）／青森県・八戸
狩野 美紀雄（ホテルメトロポリタン盛岡 西洋料理長）／岩手県･盛岡
日向野 敬司（水の郷･けーきの家 ヒガノ 代表取締役社長）／栃木県･壬生
鈴木 慎一（金沢国際ホテル 総料理長）／石川県・金沢
金澤 光久（ホテル シェラリゾート白馬 取締役総料理長）／長野県・白馬
水野 英明（GALA MIZUNO 代表取締役）／埼玉県・さいたま
毛塚 智之（パレスホテル大宮 総料理長）／埼玉県・さいたま

【Taste of East Japan 2018】
東日本の食の魅力をアピールし、更に東日本
の地場産食 材を通して地域活性化に繋げる
ため、品種、育成方法ま たは製造方法、生
産者のこだわり、将来性を見据えて選んだ
東日本の地場産食材と生産者に対して贈呈す
る。 ＜受賞食材・生産者＞

いわて山形村短角牛／山形村短角牛肥育部会（岩手県山形村）
最上ラズベリー／最上ラズベリー会（山形県最上地域）
宮ゆず／床井柚子園（栃木県宇都宮市）
加賀丸いも／JA能美丸いも部会（石川県能美市）
HAKUBAパッション雪姫／ほおずきファーム白馬（長野県白馬村）



パレスホテル大宮 ぐるっと東日本 in SAITAMA フェア

大宮駅に乗り入れている秋田、上越、東北、北海道、北陸、山形新幹線の各路線を各レスト
ランに割り当て、新幹線各路線自治体の名産を使った料理や、名物料理、郷土料理を提供。
■フランス料理 クラウンレストラン
2018年11月1日（木）～2019年1月6日（日）

■カフェレストラン パルテール
2018年11月1日（木）～12月21日（金）12月25日（火）～12月31日（月）

■ラウンジ サロン ドゥ カフェ・パレスベーカリー
2018年11月1日（木）～12月14日（金）12月25日（火）～12月31日（月）

■和食堂 欅・中国料理 瑞麟
2018年11月1日（木）～12月31日（月）



大宮マルイ・東急ハンズ大宮店

軒先マルシェ連携事業
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プレミアム化へむけてのコンセプトワーク

東日本クリエーターズマーケットとの共同開催



軒先マルシェ

街の空いているスペースを有効活用、稼げる街になる関係性とコトの創出事業
■イベントの特徴
1：東日本地域の人々と商材が出会う軒先マルシェ
2：東日本の対流拠点であり、首都圏のゲートウェイである大宮で開催
3：大宮の各大型店舗の全面協力により軒先で開催
4：地域商店、観光施設に人の流れが行くように促すコトを創生
5：地域ママ・ものづくり活動応援（西口会場にて）
■開催概要
内容 東日本地域の逸品が揃う軒先マルシェ
日付 平成30年4月28-29日、5月26-27日、7月28-29日、8月25日-26日、9月29日-30日、10月27日-28日、
11月24日-25日、1月26日-27日、2月23日-24日、3月30日-31日（西口は毎月、東口は5/7/9/11/2月）
時間 午前１１時～午後５時頃まで
会場 【東口会場】大宮タカシマヤ前、【西口会場】DOMショッピングセンター（大宮マルイ前）
■売上目標
１，８００，０００円
（昨年比１３５％増）
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◆ 軒先マルシェ ～東日本の玄関口、対流拠点である大宮駅前で開催！



③ （仮称）東日本連携支援
センターについて



１ センターの運営方法、オープン日

•お互いの得意な分野を生かし、センターにおけるシティー
プロモーション機能、ＢｔｏＢ機能、交流機能を効果的に発
揮

さいたま商工会議所とさいたま市との協働運営

•オープンに向けて、さらに詳細な運営内容を検討
•オープンイベントは、連携都市に参加いただけるものを
検討中

平成３１年３月２８日（木）オープン
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２ センターの概要
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東日本の「食」や「地域の産業」を中心に「ヒト・モノ・情報」が集合！
交流・発信・活性化を促す地方創生の場



３ 「シティプロモーションフロア」イメージ
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４ 「ビジネス交流サロン」イメージ
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