
広島正しいビジネスマッチング文化を作り
経済活性化に本気で取り組む交流システム

開催日

参加費 

会場 

時間 

スケジュール10月25日 (水)

19:30～21:30 

◎ネットワークビジネスや宗教活動への勧誘行為は規約により禁止しています。

※スケジュールは企業プレゼンの申し出等により
 若干変動する場合がございます。

一般社団法人 広島ビジネスコンシェルジュ
広島市中区上八丁堀7番1号 HIOS広島ビル605
TEL  082-222-9346    FAX  082-222-9347
E-mail    info@hiroshima-biz.com 
URL        http://hiroshima-biz.com/

セミナーのご出欠を申込書をご記入の上
メールまたはFAXでお願いします。
ご参加の方には後日連絡させていただきます。

＜注意事項＞参加申し込み期限後の取り消し及び欠席の場合は後日会費を請求させて頂きますのでご了承ください。
※ご記入いただきました情報につきましては、(一社)広島ビジネスコンシェルジュからのセミナーのご案内、各種コンサルティングのご案内のみに利用させていただきます。 

名刺交換ではなく、
少人数のテーブルマッチングを
行い、その場で商談ができます!

＊どなたでもご入会、ご出席頂けます。個人でも問題ありません。
※メンバーの方は営業ツール、パンフレット等お持ち頂いても構いません。

      ＢＭＳは「ビジネスマッチング」に特化した
  交流会/交流システムです。
  ネットとリアルで、あなたのビジネスに出口を見つけます。

BMSとは

リアルBMS交流会での
ビジネスマッチング!

多数のマッチング
成果が出ています!

19:00 受付

19:30 BMSについて

20:00～21:15 テーブルマッチング、
企業プレゼン

21:15～21:30 マッチング成果報告

21:30～ 懇親会

お申込み方法 〈E-mail〉info@hiroshima-biz.com 〈FAX〉 082-222-9347

会社名 業種

役職 氏名

E-mail TEL/FAX

BMS 参加  / 不参加 懇親会 参加  / 不参加

希望される方は○をつけて下さい 企業プレゼン   /   投稿イベント

合人社ウエンディひと・まちプラザ 
         北棟5F研修室A 
（広島市中区袋町6-36   082-545-3911）
※セミナー会場と懇親会会場が異なります。
 
  
BMS会員・HBC会員        \2,000
一般                \5,000
（懇親会費￥4,000別途要）
※懇親会場は後日参加者にご連絡致します。
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※スケジュールは企業プレゼンの申し出等により
 若干変動する場合がございます。

一般社団法人 広島ビジネスコンシェルジュ
広島市中区上八丁堀7番1号 HIOS広島ビル605
TEL  082-222-9346    FAX  082-222-9347
E-mail    info@hiroshima-biz.com 
URL        http://hiroshima-biz.com/

セミナーのご出欠を申込書をご記入の上
メールまたはFAXでお願いします。
ご参加の方には後日連絡させていただきます。

＜注意事項＞参加申し込み期限後の取り消し及び欠席の場合は後日会費を請求させて頂きますのでご了承ください。
※ご記入いただきました情報につきましては、(一社)広島ビジネスコンシェルジュからのセミナーのご案内、各種コンサルティングのご案内のみに利用させていただきます。 

名刺交換ではなく、
少人数のテーブルマッチングを
行い、その場で商談ができます!

＊どなたでもご入会、ご出席頂けます。個人でも問題ありません。
※メンバーの方は営業ツール、パンフレット等お持ち頂いても構いません。

      ＢＭＳは「ビジネスマッチング」に特化した
  交流会/交流システムです。
  ネットとリアルで、あなたのビジネスに出口を見つけます。

BMSとは

リアルBMS交流会での
ビジネスマッチング!

多数のマッチング
成果が出ています!

19:00 受付

19:30 BMSについて

20:00～21:15 テーブルマッチング、
企業プレゼン

21:15～21:30 マッチング成果報告

21:30～ 懇親会

お申込み方法 〈E-mail〉info@hiroshima-biz.com 〈FAX〉 082-222-9347

会社名 業種

役職 氏名

E-mail TEL/FAX

BMS 参加  / 不参加 懇親会 参加  / 不参加

希望される方は○をつけて下さい 企業プレゼン   /   投稿イベント

合人社ウエンディひと・まちプラザ 
         北棟5F研修室A 
（広島市中区袋町6-36   082-545-3911）
※セミナー会場と懇親会会場が異なります。
 
  
BMS会員・HBC会員        \2,000
一般                \5,000
（懇親会費￥4,000別途要）
※懇親会場は後日参加者にご連絡致します。
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