
 

 横浜市経済局  

市内百貨店・大型商業施設で開催する 

「輝く女性起業家プロモーションウィークス」に参加する女性起業家を募集します！ 

～輝く女性起業家プロモーション事業～ 

 

【エントリー 募集要項】 
募集締切 平成 30 年 7 月 10 日（火）必着 

 

１ 事業内容  

 横浜市がブランド力のある百貨店や大型商業施設と連携し、女性起業家の事業ＰＲを行うイベント「輝く

女性起業家プロモーションウィークス」を開催します。また、このプロモーションウィークスの開催に先立

ち、連携店舗のバイヤーをはじめ、その他店舗担当者、一般顧客を対象とした女性起業家の商品を展示・販

売する展示会「横浜女性起業家 COLLECTION 2018（横コレ2018）」を開催します。 

 ※プロモーションウィークスへの参加は、展示会での出展者と連携店舗とのマッチングを経て、決定します。 

<こんなメリットがあります！> 

▼なかなか出店できないブランド力のある百貨店や大型商業施設での出店チャンスがある！ 

▼店舗のバイヤーや一般顧客が集まる注目度の高い場で、商品や事業をＰＲできる！ 

▼商品ディスプレイや次につながる展示会出展ノウハウを学ぶセミナーへ参加できる！ 

 

２ 事業の概要 

（１） 展示会「横浜女性起業家 COLLECTION 2018（横コレ2018）」 

 

（２）輝く女性起業家プロモーションウィークス ※（1）で連携店舗とマッチングが成立した方のみ参加 

横浜女性起業家 

COLLECTION 2018 

-横コレ 2018- 

日程：平成 30 年 9 月 6 日（木） 

場所：新都市ホール（横浜新都市ビル（そごう横浜店）9 階） 

時間：11 時 00 分～19 時 00 分（予定） 

出展料：10,000 円 

募集数：40 事業者程度 

来場者：連携店舗の担当者、その他店舗担当者、一般顧客など 

※展示会当日は、同会場で、横浜ウーマンビジネスフェスタのプレゼンテーシ

ョンプログラムＣＨＥＥＲ！（13 時～15 時予定）を開催しています。 

輝く女性起業家 

プロモーションウィークス 

期間：平成 30 年 10 月～平成 31 年２月予定 

  ※うち、各連携店舗 1 日～7 日程度で開催 

場所：各連携店舗内 

 ＜連携店舗＞（順不同） 

MARK IＳ みなとみらい 京急百貨店 

そごう横浜店 みなとみらい東急スクエア 

横浜髙島屋 モザイクモール港北 

参加費：連携店舗と参加者が条件を踏まえ決定 



３ イベント開催スケジュール 

【展示会：横浜女性起業家 COLLECTION 2018（横コレ2018）】 

日程 日程 開催場所 形態 

９月６日（木） 11:00～19:00（予定） 新都市ホール ブース出展、ワークショップ等 

 

 

 

【輝く女性起業家プロモーションウィークス】 

ウィークス 期間 開催店舗（連携店舗） 想定内容 

ウィーク① 10 月 19 日～23 日（予定） MARK IS みなとみらい ブース出店、ワークショップ等 

ウィーク② 11 月２2 日～28 日（予定） 京急百貨店 ブース出店、ワークショップ等 

ウィーク③ 11 月～２月の土日で数日程度 そごう横浜店 美と健康等に関するイベントセミナー 

ウィーク④ 12 月８日～９日の 2 日間（予定） みなとみらい東急スクエア ブース出店、ワークショップ等 

ウィーク⑤ ２月６日～12 日（予定） 横浜髙島屋 ブース出店、ワークショップ等 

ウィーク⑥ ２月 22 日～24 日（予定） モザイクモール港北 ブース出店、ワークショップ 

 ※展示会で連携店舗とのマッチングが成立しない場合や、連携店舗の事情により、ウィークの内容等が変更になる場合があります。 
 

４ 募集内容 

輝 く 女 性 起 業 家 プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 

対象者 横浜を拠点に事業を運営している（したい）女性起業家 

※エントリー多数の場合、市内の女性起業家を優先します。 

参加内容 ① 展示会「横浜女性起業家 COLLECTION 2018」への出展 

② ①の出展で連携店舗とマッチングが成立した場合、「輝く女性起業家プロモーション

ウィークス」へ参加 

募集数 ① 展示会への出展数：40 事業者程度 

② 輝く女性起業家プロモーションウィークスへの参加数：未定 

※展示会等での連携店舗とのマッチング状況によって決定します。マッチングが成立

しなければ②へはご参加いただけません。 

参加条件 次のすべての条件に合致すること   ※法令、公序良俗に反する事業は参加することはできません。 

・商品、サービスの販売実績がある方 

・自身の商品・サービスを紹介するホームページをもっている方 

・商品、サービスの販売にかかる法令を順守できること（不当景品類及び不当表示法等） 

・自主性を持って店舗運営を行い、他の参加者と協力して事業展開できる方 

・参加にあたっては、出店（出展）中に販売・PRが可能な体制を有している方 

・許認可が必要な業種で参加される場合、申込時までに取得できる方 

参加費等 ① 展示会への出展料：10,000 円 

② 輝く女性起業家プロモーションウィークス費用：連携店舗と各参加者にて条件を踏ま

え決定 

申込書類 参加申請書 ①役員等氏名一覧 ②事業計画書ⅠおよびⅡ 

★ダウンロード先はこちら⇒https://willpartners.co.jp/30women-promotion/ 
郵送先 〒２３１-００１１横浜市中区太田町１-１８-３ＪＯＹビル 302 

株式会社ウィルパートナーズ 輝く女性起業家プロモーション事業担当 

※到着確認のため、原則簡易書留にて郵送ください。 

申込先ダウンロー

ド（ＱＲコード） 

 

 

 

問合せ先 輝く女性起業家プロモーション事業担当（株式会社ウィルパートナーズ） 
※株式会社ウィルパートナーズは、平成 30 年度本事業の受託事業者です。 

電話:045-211-5595  E-mail：women-promo@willpartners.co.jp  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※展示会で連携店舗とマッチングが成立した 

女性起業家がプロモーションウィークスへ参加 

できます。 

次のステップ 



  ＜参考＞展示会のブース仕様（予定） 

   ・白パネル（背面のみ） W2100mm×D1800mm 1面 

（W2100mm×D900mmのパネル2枚分） 

   ・区画（１ブースあたり） W1800mm×D1800mm 

    ■貸出可能備品（単位：ｍｍ） 

     

      

       

 

 

 

５ 事業への参加申し込み期限 

平成30年７月10日（火）必着 

 

６ 展示会出展者・プロモーションウィークス参加者決定までの大まかな流れ 

 Step① 展示会出展者を決定 

   エントリー締切後、審査を経て展示会出展者を決定し、事務局よりご連絡いたします。 

 

 Step② 出展者説明会を開催 

   展示会出展者には、新都市ホールミーティングルームで行う出展者説明会に参加していただきます。説

明会では展示会の仕様についての説明、および「出展計画書」の作成と百貨店等への出店に求められる商

品や販売体制等について学ぶ事前セミナーを行います。 

 

 Step③ 展示会「横浜女性起業家 COLLECTION 2018（横コレ2018）」に出展 

   展示会にて商品やサービスを実際に販売等し、事業をアピールしていただきます。会場当日は連携店舗

担当者をはじめ、その他店舗担当者、一般のお客様も多数来場する予定です。なお、連携店舗には事前に

出展者の情報（エントリー申請書類）を提供します。 

 

 Step④ マッチング候補者（参加候補者）を決定 

   連携店舗は、自店舗のコンセプトや展示会での出展の様子などを踏まえ、プロモーションウィークスに

参加してほしい候補者を決定します。 

  ※展示会当日は、連携店舗以外の店舗担当者も来場予定です。プロモーションウィークスにかかるマッチ

ング以外の交渉は、店舗側から直接コンタクトが発生する場合もあります。予めご承知おきください。 

 

 Step⑤ 連携店舗と参加候補者とのマッチング 

   マッチング候補者（参加候補者）に決定された方へ事務局からご連絡をいたします。その後、連携店舗

から参加候補者へマッチング日程の調整を行います。参加候補者は、店舗より指定された場所等で、出店

にかかる条件（費用、出店規模、出店内容等）などを含め、提案・調整をしていただきます。 

   ※参加候補者に決定しても、マッチングが不成立の場合、プロモーションウィークスへの参加はできま 

せん。 

   ※条件が合わない場合、参加候補者からお断りすることも可能です。 

 

 Step⑥ 参加者決定 

   連携店舗と参加候補者とのマッチングが成立した場合、参加者として決定されます。 

※白パネルは、画鋲などを使った軽量な装飾は可 

※社名版あり 

※電源なし 

※本仕様は、変更となる場合があります 

肩肘チェア（４脚まで） 
Ｗ500×Ｄ500×Ｈ750 

テーブル（２台まで） 
W1800×Ｄ450×Ｈ700 



 

７ スケジュール（予定） 

  平成30年７月10日（火） エントリー募集締切 

  ～平成30年7月19日（木）頃まで 展示会の出展可否の決定 

  平成30年7月26日（木）・8月3日（金） 展示会出展説明会開催 ※両日同内容、いずれかに参加 

  平成30年9月6日（木） 展示会の開催 

  平成30年9月中旬頃 展示会出展者の中からプロモーションウィークスへの参加 

候補者を決定 

  ～平成30年9月下旬 連携店舗と参加候補者との間でマッチング 

  平成30年10月上旬 プロモーションウィークス参加者決定 

  平成30年10月下旬～ プロモーションウィークス開催 

 

８ その他 

（１） 輝く女性起業家プロモーションウィークスへの参加 

  ア）参加費 

連携店舗によって条件や費用は異なります。詳細は、連携店舗と参加候補者とのマッチングの場等 

で、具体的な内容を調整いただきます。 

   イ）損害責任・事故責任 

     プロモーションウィークスへの参加者に関係、もしくは、損害・事故などが発生した場合は、該当

参加者の責任となります。事務局では一切の責任を負いません。 

（２） エントリー申請情報について 

展示会出展が決まった方のエントリー申請情報は、原則全ての連携店舗に提供します。 

（３） 展示会出展にあたっての注意点 

ア）会場利用 

  新都市ホール（http://www.shimin-floor.jp/hall/index.html）の使用規則等を順守ください。 

イ）ブースの転貸、売買、譲渡 

出展者は割り当てられた出展スペースの全体または一部を、有償無償を問わず第三者に譲渡、貸与 

もしくは相互交換することは出来ません。 但し事務局に共同出展者として届け出ていただいた場合 

を除きます。 

   ウ）損害責任・事故責任 

     出展者に関係、もしくは起因した損害・事故などが発生した場合は、該当出展者の責任となります。

なお、出展スペース内の展示等にかかる事故については、事務局では一切の責任を負いません。 

   エ）出展料 

     一度お支払いただいた出展料は、返金いたしません。 

   オ）その他 

     出展にあたっては、事務局の指示に従ってください。事務局からの改善要求や、使用規則等が守ら

れていないなどの事態が生じた場合、事務局から出展中止を求めることがあります。 

（４） アンケートや調査の協力 

展示会への出展、プロモーションウィークスへの参加者に対し、後日その後の状況について、ア

ンケートをとらせていただくことがあります。また、必要に応じて連携店舗や連携店舗以外の場で

の出展等の状況について、本事業終了後も調査協力を求めることがありますので、ご協力ください

ますようお願いいたします。 

 

９ 問い合わせ先 

  輝く女性起業家プロモーション事業事務局（受託機関 株式会社ウィルパートナーズ） 

  TEL：045-211-5595 E-mail：women-promo@willpartners.co.jp 

http://www.shimin-floor.jp/hall/index.html

