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１．開催イベント/期間 

 （１）横浜女性起業家 COLLECTION 2019 

ア）日時：令和元年９月５日（木）11 時～19 時（予定） 

イ）場所：新都市ホール（西区高島２-18-１ そごう横浜店９Ｆ） 

ウ）出展料：10,000 円 

エ）募集数：50 事業者程度（学生特別枠含む） 

オ）内容：女性起業家の商品・サービスを展示・販売 

カ）来場者：連携店舗のバイヤー等関係者、一般顧客 ほか 

 

（２）輝く女性起業家プロモーションウィークス 

ア）日時：令和元年 10 月下旬～令和２年３月予定（うち、各連携店舗１日～７日程度） 

イ）内容：商品販売やワークショップ、セミナーの開催など ※各連携店舗によって異なります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．参加申し込み期限  

令和元年７月３日（水）メール必着（郵送書類は７月４日の消印まで有効） 

 

≪連携店舗（順不同）≫ 

○MARK IS みなとみらい（西区みなとみらい３-５-１） 

○京急百貨店（港南区上大岡西１-６-１） 

○そごう横浜店（西区高島２-18-１） 

○みなとみらい東急スクエア（西区みなとみらい２-３-２） 

○横浜髙島屋（西区南幸１-６-31） 

○モザイクモール港北（都筑区中川中央１-31-１-２） 

○横浜モアーズ【新店舗】（西区南幸１-３-１） 

〇西武東戸塚店【新店舗】（戸塚区信濃町 537-１） 

 

 

令 和 元 年 ６ 月 ３ 日 
経 済 局 経 営 ・ 創 業 支 援 課 

 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

開催内容：事業名「輝く女性起業家プロモーション事業」 

市内の百貨店・大型商業施設と連携した 

『輝く女性起業家プロモーションウィークス』参加者を募集します！！ 

横浜女性起業家 COLLECTION 2018 の様子 

新たに学生特別枠を新設！ 

大型商業施設等とのマッチングに向けた女性起業家の展示会 

横浜女性起業家 COLLECTION 2019（‐横コレ 2019‐）開催！ 
 

 

詳細は裏面参照 

横浜市では「女性が働きやすく、活躍できるまち」の実現を目指し、起業支援等に力を注いでいます。 

 昨年度に続き、ブランド力のある大型商業施設等と連携し、女性起業家の事業を PR する『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。今年度は、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のほか、新たに横浜モアーズ、西武東戸塚店を

連携店舗として加え、女性起業家を応援します。 

 このプロモーションウィークス開催に先立ち、連携店舗のバイヤー・担当者とのマッチングや、一般顧客へ

の販売を目的とした女性起業家の展示会『横浜女性起業家 COLLECTION 2019（横コレ 2019）』を９月

５日（木）に開催！！また、新たに大学生・専門学校生等を対象とした、『学生特別枠』を設けることにより、

学生の起業マインド・イノベーションマインドの醸成を支援します。 



 

【展示会：横浜女性起業家 COLLECTION 2019（横コレ 2019）】 

日程 時間 開催場所 想定内容 

９月５日（木） 11 時～19 時（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（予定） 開催店舗（連携店舗） 想定内容 

オープニング 10 月 26 日（土） MARK IS みなとみらい オープニングイベント 

ウィーク① 10 月 25 日～10 月 29 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 10 月 26 日～11 月６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 5 日～11 月 25 日（予定） そごう横浜店 子供関連のブース出店、ワークショップ等 

ウィーク④ 11 月 15 日～11 月 17 日（予定） 横浜モアーズ ブース出店、ワークショップ等 

ウィーク⑤ 12 月４日～12 月 10 日（予定） 西武東戸塚店 ブース出店、ワークショップ等 

ウィーク⑥ 12 月７日～１２月８日（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⑦ ２月５日～2 月 11 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⑧ ２月 14 日～２月 24 日（予定） そごう横浜店 美と健康のセミナー、ワークショップ等 

ウィーク⑨ ２月 28 日～3 月 1 日（予定） モザイクモール港北 ブース出店、ワークショップ等 

 

 

 

対象者

参加費

６月3日（月）～7月３日（水） エントリー期間 ６月3日（月）～7月３日（水） エントリー期間

７月12日（金）頃 展示会への出展可否決定 ７月12日（金）頃 展示会への出展可否決定

７月31日（水）/8月1日（木） 事前説明会（いずれかに参加） ７月31日（水）/8月1日（木） 事前説明会（いずれかに参加）

９月５日（木） 展示会開催 ８月上旬 個別相談

9月下旬～10月上旬 展示会を経て連携店舗とマッチング ９月５日（木） 展示会開催

10月上旬
各連携店舗での「プロモーションウィークス」の
参加者決定

10月下旬～ 各連携店舗にて「プロモーションウィークス」開催 ＨＰ・申請書等ダウンロード

女性起業家 学生特別枠

横浜を拠点に事業を運営している（したい）女性起業家
大学または専門学校等に通う女子学生
※個人の参加の他、グループでの参加も可能です。

・販売・PRが可能な体制を有している方 ・自身のSNS等でイベントを積極的に広報できる方　　　　　　　　　など

・商品・サービスの販売実績がある方 ・自身の商品・サービスを展示・販売したい方もしくは、自身のアイデアや活動をPRしたい方

・商品・サービスを紹介するホームページをもっている方 ・起業や事業の企画に興味関心がある方

参加
内容

①    「横浜女性起業家 COLLECTION 2019」への出展 「横浜女性起業家 COLLECTION 2019」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」への参加

※大型商業施設等とのマッチングは行いません。

募集数

①    展示会への出展数：50事業者程度 ①展示会への出展数：3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。成立しなけれ
ば②へはご参加いただけません。

申込先

〒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事務局

※メールにて書類データを送付後、原本を郵送してください。
なお、到着確認のため原則簡易書留にて郵送してください。

展示会への出展料：10,000円 展示会への出展料：無料

https://willpartners.co.jp/women-
promotion2019/

E-mail: women-promo@willpartners.co.jp

問合先

輝く女性起業家プロモーション事業事務局（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、本年度事業の受託事業者です。

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

参加決定
までの
流れ

（予定）

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。

・自主性を持ってブース運営を行い、他の参加者と協力できる方

・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など） ・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など）

・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

・許認可が必要な業種の場合、申込時までに取得できる方　　　　　　など

 

   お問合せ先 

経済局経営・創業支援課長   中村 隆幸     Tel 045-671-2575 

イベント全体スケジュール 

※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。 

募集概要 

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

次のステップ 

 

 


