
2020 年 1 月 24 日 

報道関係各位 

愛知県 

豊橋信用金庫 

瀬戸信用金庫 

豊田信用金庫 

碧海信用金庫 

西尾信用金庫 

蒲郡信用金庫 

株式会社 みずほ銀行 

株式会社 日本政策金融公庫 

株式会社 名古屋リース 

株式会社 名古屋銀行 

 

 

『第 5回 あいち・じもと農林漁業成長応援 「食」と「農」の大商談会 withいいともあいち』 

の一般来場者募集について 

 

 

名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、愛知県、豊橋信用金庫、瀬戸信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、

西尾信用金庫、蒲郡信用金庫、みずほ銀行、日本政策金融公庫、名古屋リース、農林漁業成長産業化支援機

構と共に、6 次産業化・農商工連携による地方創生をテーマとした標記商談会を下記の通り開催します。つ

きましては今般、一般来場者を募集いたしますのでお知らせします。 

当日は、事前マッチング方式による個別商談会、及び展示商談会（フリー商談会）を開催し、「食」と「農」

の関係事業者さまにご出展、ご来場していただきます。尚、先だって募集いたしました出展企業は 280 社、

個別商談参加バイヤー企業は 211 社の参加が既に確定しており、本商談会過去最大規模となっております。 

各共催者は、今後成長が見込める分野として農林水産業および関連事業を営む事業者さまに対する支

援に注力しております。今後も地域経済発展、地方創生へ向けた取組みを、官民一体となって強化して

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



以上 

 

開催名 
『第 5 回 あいち・じもと農林漁業成長応援 「食」と「農」の大商談会 with いいともあいち』  

～ 6 次産業化・農商工連携による地方創生に向けて ～ 

開催日時 
2020 年 3 月 5 日（木） 【セレモニー】    9：30～10：00 

         【展示商談会・個別商談会】10：00～16：00（受付開始 9：30～）  

会場 
場所：愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo） 

住所：愛知県常滑市セントレア 5 丁目 10-1 

共催者 

愛知県、豊橋信用金庫、瀬戸信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、 

蒲郡信用金庫、みずほ銀行、名古屋銀行、日本政策金融公庫、名古屋リース、 

農林漁業成長産業化支援機構 

後援 

財務省 東海財務局、農林水産省 東海農政局、経済産業省 中部経済産業局、 

愛西市、安城市、稲沢市、犬山市、一宮市、岩倉市、大府市、岡崎市、尾張旭市、 

蒲郡市、刈谷市、清須市、江南市、小牧市、新城市、瀬戸市、田原市、知多市、 

知立市、豊明市、豊川市、豊田市、豊橋市、名古屋市、西尾市、日進市、半田市、 

碧南市、みよし市、 

安城商工会議所、稲沢商工会議所、犬山商工会議所、大府商工会議所、岡崎商工会議所、 

春日井商工会議所、蒲郡商工会議所、刈谷商工会議所、江南商工会議所 

小牧商工会議所、瀬戸商工会議所、津島商工会議所、東海商工会議所、豊川商工会議所、 

豊田商工会議所、豊橋商工会議所、名古屋商工会議所、西尾商工会議所 

半田商工会議所、碧南商工会議所、愛知県商工会連合会、 

公益財団法人 あいち産業振興機構、独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中部本部、 

一般社団法人 中部経済連合会、一般社団法人 中部産業連盟、 

日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター 

対象 「食」と「農」の関係事業者さま 

内

容 

展示 

商談会 

出展企業（280 社）と一般来場者（今回募集）でフリー商談会を開催 

※出展企業の募集は終了しておりますのでご了承ください。 

個別 

商談会 

出展企業（280 社）と個別商談参加バイヤー企業（211 社）で個別商談会を開催 

※個別商談会への参加募集は終了しておりますのでご了承ください。 

入場料 無料 

お申込方法 事前申込不要。受付の際、名刺が 2 枚必要となります。ご用意下さい。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

商談会事務局（名古屋銀行法人営業部） 

西川 幹二・加藤 貴仁・海川 隼也 TEL 052-962-6994 



豊橋信用金庫、瀬戸信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、蒲郡信用金庫 

みずほ銀行、名古屋銀行、名古屋リース、農林漁業成長産業化支援機構（Ａ－ＦＩＶＥ）、 

日本政策金融公庫、愛知県 
共催者 

第５回 
あいち・じもと農林漁業成長応援 

「食」と「農」の大商談会 
with いいともあいち 

～６次産業化・農商工連携による地方創生に向けて～ 
 

６次産業化・農商工連携による地方創生に向けて 

展示商談会のご案内 

愛知県国際展示場 
（Aichi Sky Expo）  
 住  所  ： 愛知県常滑市セントレア５丁目１０-１   
  駐車場  ： 周辺有料駐車場  ３４４７台  

  最寄駅  ： 名鉄線「中部国際空港駅」より徒歩５分 
  

会場 

「食」と「農」の関連事業者さま 
 ※一般個人の方のご入場はお断りします。 

対象 

財務省 東海財務局、農林水産省 東海農政局、経済産業省 中部経済産業局 

愛西市、安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、岡崎市、尾張旭市、蒲郡市、刈谷市、清須市、江南市、小牧市、
新城市、瀬戸市、田原市、知多市、知立市、豊明市、豊川市、豊田市、豊橋市、名古屋市、西尾市、日進市、半田市、碧南市、 
みよし市、安城商工会議所、稲沢商工会議所、犬山商工会議所、大府商工会議所、岡崎商工会議所、春日井商工会議所、 
蒲郡商工会議所、刈谷商工会議所、江南商工会議所、小牧商工会議所、瀬戸商工会議所、津島商工会議所、 
東海商工会議所、豊川商工会議所、豊田商工会議所、豊橋商工会議所、名古屋商工会議所、西尾商工会議所、 
半田商工会議所、碧南商工会議所、愛知県商工会連合会 
公益財団法人 あいち産業振興機構、独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中部本部、一般社団法人 中部経済連合会、 
一般社団法人 中部産業連盟、日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター 

後援 

名古屋銀行 法人営業部 
℡ ０５２－９６２－６９９４ 

事務局 

展示商談会 

個別商談会（※事前登録先のみ） 

フリー商談会  

２０２０年３月５日（木） 

  

受付開始９：３０より 日時 
内容 

１０：００～１６：００ 

１０：００～１６：００ 

１０：００～１６：００ 

 

 

入場料

無料 
※事前申込不要。   
当日は名刺を 

 ご持参下さい。 
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「食」と「農」の大商談会は 
地域の皆さまのビジネスを応援します！！ 

第1回（2016年） 

「食」と「農」の大商談会 

スタート 

第2回（2017年） 

開催規模拡充 

全国屈指のスケールへ 
第3回（2018年） 

「愛知県」が共催に参加 

オールあいちの商談会へ 

第４回（2019年） 

商談会システム・ＦＣＰ
シート導入 

「オールあいち」 

全国屈指の実績 

こんな方はぜひご来場を！！ 

 ★ 出展企業約２８０社とフリー商談を希望される方 

 ★ 農商工連携による６次産業化や海外進出 

    （輸出入）等に関する情報収集をしたい方 

 ★ 次回以降の出展をご検討中の方 

 ★ 今後ご自身のビジネスの参考としたい方等 
 

業種問わず多くの事業者さまの 

ご来場をお待ちしております。 

   「食」と「農」の大商談会 

73社 
102社 

162社 
179社 

約211社 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 

個別商談参加 

バイヤー企業 

第5回（2020年） 

Aichi Sky Expoにて 

過去最大規模で開催 
126社 

203社 

250社 251社 
約280社 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 

出展企業 



■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
   「食」と「農」の大商談会 

  出展企業名 主な展示品(予定) ブース番号 

あ 株式会社 アイエヌティー ジャム、マヌガハニー、ナッツ類 6 

  株式会社 愛知共同企画 レトルト惣菜、保存パン、乾燥惣菜 3 

  あいちのジビエ 愛知県産ジビエ商品（鹿肉スライス、ブロック、燻製 他） 101 

  愛楽農園はいぼーなす いちじくジャム、ドライいちじく、キャベツ 122 

  株式会社 葵フーズディナーズ シチュー、カレー、どて煮、プルコギ丼の具 254 

  株式会社 青木商店 生もち、おはぎ、わらび餅、かりんとう饅頭、大福餅 79 

  有限会社 赤堀製茶場 抹茶、ほうじ抹茶、アイス 85 

  アクティブインターナショナル 株式会社 南瓜、りんご、オレンジ、ぶどう 5 

  有限会社 アクトライブ 各種惣菜 73 

  株式会社 アグメント 知多美人そば 乾麺 105 

  有限会社 アグリ：サポート 米、冷凍野菜、日本酒、生鮮野菜 181 

アグリコ 高糖度ミニトマト 165 

  株式会社 浅野商店 焼菓子ＯＥＭ、半生菓子ＯＥＭ、飴菓子ＯＥＭ、その他食品ＯＥＭ 173 

  株式会社 あつみ 鰻蒲焼、ふぐ刺し 167 

  株式会社 アドバンテック・サンスイ サンチュ、空心菜、ホワイトセロリ、サラダ水菜 57 

  甘い甘藷そもそも 干し芋、焼菓子 197 

  杏仁豆腐専門店 080 shinn-ru 杏仁豆腐 203 

い  井指製茶 株式会社 
愛知産農家出し緑茶120g、愛知産農家出し緑茶3ｇ×20p、茶飲革命3ｇ×20p、 
おもてなし緑茶3ｇ×10p、自家焙煎丸粒麦茶15ｇ×30p 

241 

  株式会社 石川商店 こんにゃく、心太 194 

  有限会社 石川養豚場 豚肉『あいぽーく』、粗挽きウインナー 211 

有限会社 石黒商店 
（変わり種えびせん是蔵） 

ごまえびせんべい、きゃべつせんべい塩味、とまとせんべい、あかしゃ海老せんべい、  
ごぼうせんべい 

149 

  株式会社 石原農園 トマトジュース、ミニトマト、トマトジャム 117 

  株式会社 石巻柿工房 セミドライ柿 柿あん、柿ジャム、柿アメ 柿の葉茶アメ、柿の皮の粉末、柿の葉茶 204 

  株式会社 泉広 北海道ねこんぶだし 185 

株式会社 ヰセキ関西中部 炊飯米、いなり寿司、おにぎり、おはぎ 272 

  株式会社 伊徳 はんぺい（練り物） 76 

  株式会社 イフ商会 輸入ワイン 155 

  IRAGOブルーベリー ブルーベリージャム、ブルーベリー果実 159 

  彩農園 taharadip 野菜（４種類）、taharadip 味噌（３種類） 160 

 う 有限会社 ウイポップ お豆チップス、お野菜チップス、海鮮チップス、玄米せんべい 102 

  Uetatomato ドライトマト 163 

株式会社 ヴェレゾン ワイン 108 

  株式会社 うお茂 ロールケーキ、いちご羊かん 267 

  株式会社 魚彦 ネギトロ、切り落とし（中落ち）、まぐろハンバーグ 他 45 

  有限会社 右大臣 だし巻き、厚焼き玉子、厚焼き玉子のサンドウィッチ 234 

え  有限会社 えいこく屋 紅茶、ドライフルーツ、カレー 223 

株式会社 エザカ とりめし手まり茶漬け、うなぎ棒寿司、とりめしバーガー 248 

SSKセールス 株式会社 名古屋支店 レトルトスープ、水産缶詰、果実缶詰、農産缶詰 235 

エスエスケイフーズ 株式会社 マヨネーズ、ドレッシング 236 



■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
   「食」と「農」の大商談会 

  出展企業名 主な展示品(予定) ブース番号 

お  有限会社 老田屋 淡麗だしらーめん、飛騨高山らーめん、麺屋しらかわ醤油味、サンリオコラボラーメン 216 

有限会社 オインク 三河おいんく豚肉、三河おいんく豚カレー、どて煮、豚角煮 124 

株式会社 大磯屋製麺所 焼きそば、焼きそばソース、ナポリタンソース 187 

株式会社 太田商店  ランニングエッグ、岡崎おうはん、岡崎おうはん加工品 220 

大津屋物産 株式会社 ナッツ大豆 279 

  大友産業 株式会社 とまとだし、野菜だし、縁結び、お赤飯 90 

  大野精工 株式会社 高糖度フルーツトマト、バウムクーヘン、トマト・いちご加工品 153 

  大橋園芸 トマト（赤色玉・黄色玉）、トマトジュース 268 

  有限会社 小川水産 あさり、しじみ 195 

  おきなや 株式会社 焼きそば、天かす 258 

  
桶狭間フーズ 株式会社 
（ＪＢイレブングループ） 

一刻魁堂の冷凍生ギョーザ、らーめん屋さんのバラ焼豚 74 

  株式会社 オジマ食品工業所 小肌酢漬、糀香るマイルド明太、きりぼし松前、北欧数の子、蛍いか沖漬 129 

  株式会社 オリエンタル 大豆粉カレールウ、米粉カレールウ、マースカレー、名古屋どてめし、台湾カレーミンチ 35 

  有限会社 織九 柿畑蒟蒻、ちぎり蒟蒻、生芋蒟蒻 277 

か 株式会社 割烹百珍 名古屋コーチン ご飯の素、名古屋コーチン ラー油、惣菜 242 

  カネカ製菓 有限会社 あずき最中、栗まんじゅう、かすてら、和菓子各種 171 

  カネタ水産 株式会社 愛知県産天然車海老、骨までおいしい鯛めしの素、漬け魚、干物 126 

  株式会社 カネナカ うなぎ蒲焼、サーモン蒲焼 152 

  株式会社 かねぶん梅屋 
ひと口にしん百年煮、いわし百年煮、ひと口さんま百年煮、金のつくだ煮 あさり、 
金のつくだ煮 わかさぎ 

158 

  カネリ尾崎食品 有限会社 佃煮 190 

神重農産 人参、玉葱 86 

  カミヤタマゴ こだわり卵「たまこちゃん」、バームクーヘン 150 

き  有限会社 木曽岬農業センター 白米 89 

  キッコーナ 株式会社 
パンにぬるみそ、ラクバルシリーズ（ユッケ、ゆずおろし）、八丁みそ、便利みそ、 
手羽先・唐揚げのタレ 

49 

  キムラ漬物 株式会社 たくあん類 177 

  株式会社 キャナリィ21 烏骨鶏かすてら、烏骨鶏バームクーヘン、烏骨鶏卵黄油そして黒酢ニンニク、烏骨鶏スープ 262 

  
社会福祉法人 共生福祉会  
アンテナショップ「みんなのわ」 

愛知県知多産各種ジャム11種類、小麦粉各種、塩、砂糖 各種、 
乾麺各種（うどん・きしめん・そうめん）、乾燥野菜（千切り大根・人参入り） 

228 

キングパン協業組合 カステラ（TOYOCA）、お米パン、食パン各種 138 

  株式会社 金城軒 海藻トロッとスープ、つぶ貝燻製、つぶ貝わさび、海鮮スープ、海鮮チゲ風スープ 144 

  株式会社 金トビ志賀 
ガマゴリうどん、ガマゴリうどん ボンゴレビアンコ味、きぬあかり中華めん、名古屋きしめん、 
きぬあかり乾麺 

192 

く  株式会社 くすむら 豆腐、チーズのような味噌漬け豆腐、蒸し大豆、おからペースト お肉不使用とうふハンバーグ 141 

株式会社 グラーナ 女神のほほえみ玄米スープ、もち麦スープ、サラダで食べるもち麦、（特注）玄米もち麦スープ 238 

  クラシカルコーヒーロースター 株式会社 コーヒー豆製品 191 

  株式会社 クリスタル コーヒー豆、バニラビーンズ、カカオ 56 

  株式会社 グローイング レタス、植物プラント 94 

  クロス・エイト・メディカル 株式会社 赤ちゃんむすび煎餅、醤油むすび煎餅 263 

  株式会社 黒田商事 エビ、新衛生殺菌・消臭水生成装置 等 47 

こ  有限会社 光栄堂 えびせんべい、いかせんべい 143 

株式会社 香嘉園 抹茶 146 



■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
   「食」と「農」の大商談会 

  出展企業名 主な展示品(予定) ブース番号 

株式会社 宏昌食糧研究所 漬物の素、西尾の抹茶 抹茶アイスの素、西尾の抹茶 抹茶パンナコッタの素 119 

光陽製菓 株式会社 寒天ゼリー 166 

小島食品製造 株式会社 小倉バター、くりーむちーず、ハチミツバター、きな粉白あんバター、宇治茶ミルクジャム 183 

コジマフーズ 株式会社 有機玄米ごはん、有機玄米もち、有機玄米粥、有機粉末玄米茶 100 

  株式会社 小塚屋 業務用ゼリー、業務用プリン 78 

  有限会社 後藤サボテン 
食用サボテン（ﾉﾊﾟﾙ）、食用サボテン（ﾉﾊﾟﾙ） お茶、食用サボテン（ﾉﾊﾟﾙ） ｽﾗｲｽ乾燥、 
食用サボテン（ﾉﾊﾟﾙ） 粉末 

156 

  株式会社 コネクトフーズ いちごミルクジェラート、天使のミルク、悪魔のチョコレート 157 

  小林クリエイト 株式会社 リーフレタス、ドレッシング 12 

  株式会社 小林食品 淡いちご～光秀の儚き献上～ 261 

  有限会社 近藤商店 三河名物どて 450ｇ、三河名物どて 1kg箱入、どてたま、うずら玉子入どて、どてたまカレー 253 

さ  彩菜生活 合同会社 レタス 212 

株式会社 サイトウ ポリポくん（ウインナー）、スモークチキン、ベーコン、パプリカリヨナ 93 

  株式会社 坂井海苔店 焼海苔 208 

  有限会社 サカエ 日本山人参茶 265 

  株式会社 さくらＦＯＯＤＳ 焼き小籠包、まる餃子、焼売、餃子 189 

  佐藤醸造 株式会社 あいちの豆味噌、生醤油、どえりゃー名古屋のとんかつソース、尾張のつゆ、みそスコ 96 

  株式会社 サラダコスモ もやし、スプラウト、カット野菜 115 

  株式会社 サンアグリフーズ 干し芋、干し柿、冷凍焼き芋 240 

  サンエッジ 株式会社 有機野菜各種、有機スムージー 215 

  株式会社 サンクレール おかざきカレーパン、ごちそうクリームパン、丸太メイプル（食パン）、黄金(食パン） 221 

株式会社 サンコー 健康志向菓子 169 

株式会社 SHANTI・SHANTI・COFFEE 
FARM 

コーヒー、マーマーレード、はちみつ、スパイス、ハーブティー、コーヒーチェリーパウダー 188 

  株式会社 サンルート スーパーER、酵素乃道、野菜／玉ねぎ、果物／みかん 186 

し  株式会社 ジー・ディー・エス 乾燥野菜 256 

  株式会社 G・ファーム ハム・ウィンナー、レトルトカレー、肉まん 198 

  シーキューブ 株式会社 高糖度ミニトマト（アイコ）、高糖度ミニトマト（フルティカ） 98 

  清水食品 株式会社 れんこんチップス、れんこん商品、カット野菜 116 

  ＪＡＰＯＵＳ 株式会社 日本酒、食品サンプル 53 

株式会社 十三代目がんこ農場 焼きいもの干し芋、ドライ野菜 161 

  株式会社 JOAA 青果農作物、農産加工品、飲料 67 

ジョイント・クック 有限会社 香ばしきソース焼きそば、香ばしき塩カルビ焼きそば、トマトが香るナポリタン 37 

  昭栄食品工業 株式会社 豆腐、生あげ、油あげ、がんも 103 

  有限会社 新日邦 完全閉鎖型植物工場産水耕栽培レタス 205 

  有限会社 新甫 うなぎ 224 

す  水耕房いなぶ 
白い発芽にんにく、白い発芽にんにく万能タレ、白い発芽にんにくドレッシング、 
白い発芽にんにくサプリメント 

227 

  杉浦味淋 株式会社 古式三河仕込純米本みりん、みりんクッキー 270 

  株式会社 杉田組 
ブルーベリーフィナンシェ、ブルーベリージュース、ブルーベリージャム、 
ブルーベリー冷凍果実業務用フィナンシェ、ジャム、冷凍果実 

250 

  杉本食肉産業 株式会社 尾張牛各種、食肉加工品 58 



■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
   「食」と「農」の大商談会 

  出展企業名 主な展示品(予定) ブース番号 

株式会社 鈴鹿山麓夢工房 生椎茸、乾燥椎茸、佃煮、しいたけオイル 113 

鈴木食品 有限会社 佃煮 鮒みそ、佃煮 もろこ、珍味 汐吹あさり、珍味 帆立貝ひも、珍味 ふりかけ乾燥品 137 

株式会社 スマイル-リンク 
豊橋穂の菓おつつみフィナンシェ、豊橋穂の菓豊橋うずらサブレ、 
岡崎ぎゅーっと肉味噌 

72 

株式会社 スリーパーティーズ 肉汁たっぷり餃子、韓国直輸入チャンジャ 257 

せ 有限会社 千姓 米、小松菜、白菜、ブロッコリー、キャベツ 109 

た  有限会社 大丸本舗 18粒ぶどう糖、新豊かな味 各種、仕込飴 各種、塩クエン酸入りぶどう糖、深層海塩飴 9 

  太陽食品工業 株式会社 スーパー太陽ソース、Aケチャップ、日之鳥とんかつソース、太陽ソース、日乃鳥Ａソース 131 

  高章食品 株式会社 乾燥ちぢみこんにゃく、甘酢ちぢみこんにゃく、タピオカこんにゃく、豆乳白玉こんにゃく 274 

  有限会社 高田屋製菓 げんこつ飴、げんこつ棒 112 

有限会社 高橋養鶏 たまごサンド、まるっとたまごプリン 200 

  有限会社 高丸食品 国産中粒納豆 120 

  株式会社 タクセイ 原材料純国産ふりかけ、調理済み乾燥惣菜、きな粉加工品 139 

  株式会社 タケシタミート 三河おいんく豚、みかわ牛、あいち知多牛、段戸山高原牛 125 

  株式会社 タシデレ ブータン式蒸しぎょうざ、エゼ（ブータン唐辛子調味料） 252 

谷澤牧場  
黒毛和牛 ゆたか牛（氷温熟成肉）、黒毛和牛 ゆたか牛（ハンバーグ）、 
黒毛和牛 ゆたか牛（牛串） 

269 

  ダンフーズ 株式会社 マイヤーレモンピューレ 134 

ち 株式会社 ちぃむ青じそ 青じそ粉末 276 

  有限会社 チェリッシュ企画 ワイン・ぶどうジュース、ハーブソルト・ハーブティー・漬物、アロマ化粧品、クッキー 264 

  知多セントラルシステムズ 株式会社 プライベートブランド製造商品、NB商品 業務用２リットル、ピスタチオジェラート、マンゴジェラート 123 

  株式会社 知多ピッグ 豚肉 99 

  中部食産 株式会社 
奥美濃古地鶏ハム、奥美濃古地鶏ウィンナー、奥美濃古地鶏サラミ、飛騨なっとく豚サラミ、 
飛騨牛入りサラミ 

222 

  株式会社 中部レキセイ 電解水、水素水 7 

て  株式会社 ディ・エッチ・エー・マリンフーズ ツナ革命、TUNA PLUS+ 206 

  DIEZ ｃａｆｅ ペーニョポンズ、ペーニョポンズ2倍、ペーニョポンズ（ミニ） 237 

  有限会社 テクノムサシ 生白いきくらげ、生黒あらげきくらげ、松きのこ 229 

  天長食品工業 株式会社 はちみつ、らっきょう、佃煮 4 

  天領食品 株式会社 甘酒のもと、煎り酒、飛騨牛しぐれ 104 

と  東海水産 株式会社  ― 136 

株式会社 涛煌 「ほや」剥き身 300ｇ、「ほや」剥き身 500ｇ、「ほや」剥き身 短冊カット 500ｇ 213 

  株式会社 東生食品 餃子、焼売、中華生麺 71 

  株式会社 トーカン レトルトカレー、ポン酢、サイダー 83 

  株式会社 時麺 生ラーメン、生パスタ、餃子皮 271 

  株式会社 戸田理平商店 海苔 127 

  株式会社 ドリームフィールド 乾燥九条ネギ、乾燥大葉 151 

  有限会社 とろろ庵 すりおろし加工済自然薯、自然薯寄せ豆腐、自然薯 266 

な  株式会社 ナカガワ 
あげ玉一番 辛味 50ｇ、海老天入 天かす 50ｇ、海老天入 天かす 120ｇ、 
えびのり 天かす 50ｇ、天かす一番 レギュラー 

259 

  株式会社 中川商会 エスプーマ 2 

  ナカキ食品 株式会社 
プレミアム ライス・ラーメン・パスタ、なにこれヘルシーパスタ、 
レトルトこんにゃくラーメン（しょうゆ）（とんこつ）（カレー）、ラーメン蒟蒻 各種 7品 

40 

中日本 株式会社 タマゴロウ、煮たまご各種、温泉たまご、燻製たまご、カラムキタマゴ 164 



■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
   「食」と「農」の大商談会 

  出展企業名 主な展示品(予定) ブース番号 

株式会社 なごやきしめん亭 簡単調理ゆで麺、本格半生麺、のど越し豊かな乾麺 107 

名古屋市南部食鶏加工協同組合 名古屋コーチン燻製品、名古屋コーチンレトルト品 82 

株式会社 ナチュール 三河レモン、三河サブレ、金のラスク、ナチュールドーナツ、はちみつケーキ 84 

株式会社 夏目製菓 かりんとう 168 

  なのはな農園 株式会社 なのはな油、なのはな醤油 226 

  有限会社 鍋八農産 米（つきあかり）、ポン菓子、つぶせん、ライスコロッケ 34 

に  西尾製粉 株式会社 
愛知県産小麦粉 大豆粉、愛知県産小麦粉使用のミックス粉、大豆粉を使用したミックス粉、 
大豆粉の加工食品 

121 

株式会社 ニッセン  ― 207 

  日東醸造 株式会社 三河白だし、足助仕込三河しろたまり、卵焼きのもと 275 

  日本バイオコン 株式会社 ヒーター式調理殺菌装置、香るこんにゃく米、こうじ江部粉 1 

ね  株式会社 ネクスト 荒挽きフランク、荒挽きポークウィンナー、安城プレスハム 245 

の  株式会社 農園貞太郎 お米、葉物、根芋類 214 

  株式会社 農業法人モクモク モクモク塩学舎の塩、塩けんぴ、尾鷲甘夏ぽんず、レモンスカッシュ 114 

  合資会社 野田味噌商店 
豊田桝塚豆味噌 Ｏｒｉｇｉｎａｌ、粒豆みそ、即席おみそ汁 赤だし、 
即席おみそ汁 赤だし合わせ、四季の味噌たれ 

247 

は  パイミート 株式会社 味彩 きぬこし、味付き豆腐 ぶっちゃん、胡麻とうふ、ふわふわおぼろ豆腐、米粉入り 絹あげ 273 

  パウダーフーズフォレスト 株式会社 
INICcoffee（イニックコーヒー）、PEANUTSスヌーピーコーヒー 
KUKKU果汁パウダー 

249 

  ハクサンインターナショナル 株式会社 イチゴ「よつぼし」、ミニトマト「リモーネドルチェ」、フレッシュハーブ、エディブルフラワー 219 

  合資会社 八丁味噌 
三河産大豆 八丁味噌のパウダー200ｇ、八丁味噌 業務用直詰パック500ｇ、 
赤出し味噌 もみじ印 1ｋｇ、赤出し味噌 やはぎばし 1ｋｇ 

244 

服部農園 有限会社 米 217 

  株式会社 華桔梗 
ティラミス大福、ショートケーキ大福、ショコラケーキ大福、喜美良みたらしだんご、  
ミニふわ大福いちごクリーム 

8 

  有限会社 浜名湖ファーム うずらの燻製玉子 15個、うずらの燻製玉子 5個、命のカプセルうずら生卵 280 

  林養魚 株式会社 渥美プレミアムラスサーモン、林サーモンフレーク生 148 

ひ  有限会社 ビーアンドエヌ スープカップパン、卵・乳不使用パン、卵・乳不使用ラスク、卵・乳不使用動物パン 111 

株式会社 BSK 災害備蓄用パン 11 

  ビクトリア珈琲 株式会社 ドリップコーヒー受託製造案内 260 

  七福醸造 株式会社 特選料亭白だし、有機白醤油、やさしい味の野菜白だし 87 

  百年柿園ベル・ファーム 次郎柿チップス、ドライ次郎柿 199 

  株式会社 平山商会 湯葉缶詰、吉野家缶詰 88 

ふ  株式会社 風流社 波照間黒糖の米飴ようかん、京きなこの米飴ようかん、花寒天、珈琲寒天 128 

  福井酒造 株式会社 
純米吟醸四海王 真 しぼりたて生原酒、純米吟醸四海王 真、  
純米大吟醸四海王夢吟香 40％、純米大吟醸四海王夢吟香 50％、純米酒四海王 福 

278 

  福陽食品 株式会社 ハニーポテト、天津甘栗、ドライフルーツ 10 

  富士製菓 有限会社 駄菓子 もちもち君 さくらんぼ餅、左記商品含む全14種類 130 

  株式会社 藤よし 元祖みたけとんちゃん（豚ホルモン）、もつ鍋セット、タレ、レトルトカレー 54 

  扶桑堂製菓 有限会社 ミルクケーキ、カマンベールチーズケーキ、豆乳ケーキ、チョコキップクッキー、野菜ぼうろ 110 

  株式会社 麸屋万 麸まんじゅう、生麸、麸菓子 231 

へ  碧園 お茶の純平 抹茶、かぶせ茶、百年紅茶、抹茶そば 251 

  株式会社 ベジロジ ベビーリーフ、ハンサムレッド、パクチー、ミニトマト 179 



■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
   「食」と「農」の大商談会 

  出展企業名 主な展示品(予定) ブース番号 

ほ 株式会社 豊幸園 桜舞う、夜桜舞う、陽気なフェリーチェ、ときめきフェリーチェ、花風水 望み 118 

ポッカサッポロフード&ビバレッジ 株式会社 割材業務用シロップ、割材業務用無糖茶、業務用レモン果汁、業務用レモン食品、業務用粉末茶 243 

布袋食糧 株式会社 
かぞくのクルトン チーズ、かぞくのクルトン トマト、かぞくのクルトン カレー、 
かぞくのクルトン ポテト、かぞくのクルトン こくとうきなこ 

106 

HORIZON FARMS 株式会社 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ産ｵｰｶﾞﾆｯｸﾁｷﾝ、ｱﾒﾘｶ産ﾓｰｶﾞﾝ牧場ﾋﾞｰﾌ 218 

ホンダロジコム 株式会社 
生きくらげ、乾燥きくらげ、パンダこんにゃく、きくらげ王子のおみそ汁、 
黒い騎士（きくらげ入りトマトソース） 

55 

ま 株式会社 マーコ トマト、いちご、とまとジュース、キャベツ 178 

町田農園 トマトウインナー 239 

有限会社 マツキンフーズ 豚まん 40ｇ、豚まん 90ｇ、元祖豚まん 160ｇ、肉焼売 22ｇ、肉焼売 30ｇ 36 

  松谷化学工業 株式会社 希少糖含有シロップ 147 

マル伊商店 株式会社 しらす干し、かちり干し、生炊きしらす、生炊きえび、生炊きえび白醤油仕立て 142 

  丸岩産業 株式会社 
業務用 糖質オフ麺、業務用 とんこつスープ、業務用 鶏清湯スープ、業務用 チャーシュー、 
麺家神明フランチャイズ加盟募集 

230 

  株式会社 丸越 
美味減塩胡瓜漬、塩分２５％ＯＦＦ羅臼昆布白菜、青ゆず白菜、青ゆず大根、 
ごぼうとナッツの胡麻味噌漬 

255 

  株式会社 丸繁製菓 可食容器（食べれる器/e-tray)、（仮）食べるスプーン、食べるカップ 246 

  丸十食品  静岡県産マンガリッツア豚、静岡県産純粋中ヨークシャー 233 

  マルタ食品 株式会社 金平糖商品、ラムネ商品 172 

  丸トポートリー食品 株式会社 
絶品名古屋コーチン殿様コロッケ、名古屋コーチンむね串カツ、 
名古屋コーチンささみメンチカツ、名古屋コーチンサラダチキン、名古屋コーチン鶏ちゃん 

196 

  株式会社 丸八製菓 みたらし団子、わらび餅 201 

  株式会社 まるや八丁味噌 八丁味噌、まるやのみそだれ、八丁味噌パウダー 135 

み  有限会社 みうらや製麺 全粒粉冷し中華、昭和うどん（生）全粒粉うどん、昭和うどん 夏 全粒粉うどん、全粒粉つけ麺 175 

  有限会社 ミック・ジャパン カットぶなしめじ、フルーツとまと、原木生椎茸、有機野菜 182 

みの食製菓 株式会社 おせんべい、ワッフルクッキー 140 

  宮川産業 株式会社 
国産アオサ粉、愛知県産あおさのり、工場生産乾燥大根、はじめましてあおさのりです。、 
三河湾と言えばアオサ粉です。 

176 

  宮本養鶏場 平飼いたまご、一般たまご 162 

株式会社 妙香園 ほうじ茶パウダー、和紅茶パウダー、OEM お茶ティーバッグ、ほうじ茶PETボトル 44 

め  メモリー 株式会社 オーガニックペットフード 33 

も  株式会社 モトムラ しいたけコロッケ、しいたけ粉末・スープ、乾燥しいたけ（原木）、原木生しいたけ 32 

や 山眞産業 株式会社 「花びら舎」 ミント加工品、ハイビスカス加工品、バタフライピー加工品、バラ加工品 170 

ヤマシン醸造 株式会社 
オリーブ白しょうゆ、オリーブ白しょうゆ ゆずこしょう、白しょうゆ 360ml、 
グルテンフリーたまりしょうゆ、白だし 360ml 

180 

  ヤマタ水産 株式会社 しらす干し、釜揚げしらす、ちりめん山椒 52 

  山本水産 株式会社 蒲郡メヒカリ南蛮漬け（新商品） 174 

ゆ  株式会社 ユーエイエム サイコロステーキ、フランクフルト 97 

  夢成 アラゲキクラゲ、白色キクラゲ、椎茸 95 

よ  ヨコイピーナッツ 株式会社 サヤキレーズン、ゴールデンレーズン 75 

ら  株式会社 羅漢果工房 らかんか顆粒 42 

り 株式会社 柳風水野商店  
ハラール認証浮世絵ティーバッグ、ハラール認証宇治抹茶、 
ハラール認証ドリップコーヒー、インスタント茶 

210 

株式会社 リンネファーム 豚肉、ハム・ソーセージ 202 

れ  Rec Creation 株式会社 
ハイブリッドコーヒー「RUM-ラム」「GIN-ジン」「WINE-ワイン」「SAKE-和酒」、 
テトラバッグコーヒー3種 

232 

わ ワインブティック ラ・ターシュ  ワイン 145 

ONE HEART 株式会社 伊賀米コシヒカリ（特A）、伊賀米糠床、伊賀米熟成糠床（肉・魚用） 46 



設備関係 ・ ソリューションビジネス関係事業 ・ その他 

■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
   「食」と「農」の大商談会 

  出展企業名 主な展示品(予定) ブース番号 

あ 愛知県6次産業化サポートセンター 個別相談会、パネル展示 21 

愛知働き方改革推進支援センター 働き方改革相談窓口（食品関連事業者向け） 61 

株式会社 アイル 販売管理システム アラジオフィス、WEB受発注システム アラジンEC 25 

アオイ建工 株式会社 プロミスト(噴霧器)、除菌プレミアム(電解水生成装置) 193 

朝日産業 株式会社 
HIPPO（脱気シーラー）、キュッパ（超音波溶着器）、AZシーラー（インパルスシーラー）、 
捕虫器タスケール（電動鱗取り器） 

27 

い 石川鋳造 株式会社 おもいのフライパン、おもいの鉄板 209 

株式会社 イシダテクノ ラベルプリンター、エンドレスシーラー、真空包装機 43 

う  株式会社 VELETA 飲食店向けの店舗内装 17 

え  株式会社 ＮＴＴファシリティーズ 植物工場ソリューション確立に向けた取組み 65 

株式会社 エフアンドエム ＨＡＣＣＰコンサルティングサービス 22 

株式会社 エンルート 農業用ドローン 66 

お 株式会社 OAGコンサルティング 経営支援、コンサルティング、飲食店専門サービス「FOOD OAG」 23 

有限会社 オブジィー 
ホタテ生まれの野菜洗い、GCA-O（ホタテ貝殻焼成カルシウム）、 
GCA-H（ホタテ貝殻水酸化カルシウム） 

133 

か 株式会社 環境科学研究所 食品分析、HACCP支援事業 51 

韓国貿易センター（名古屋） 韓国産業広報資料等 63 

き 株式会社 キラックス ゼロクリア、HACCP関連機器 39 

  株式会社 金馬 スマートスプリンクラー、イノシシ除け装置 91 

さ 株式会社 三恵社 パッケージデザイン、本、絵本 77 

し 株式会社 シモジマ  環境対応！食品包装容器、脱プラ！外食・テイクアウト資材、SNS映え！ ドリンク容器 15 

  一般社団法人 助成金人事労務支援協会 助成金申請代行、助成金受給無料見積り、労務整備、労務整備無料診断 20 

そ  宗和工業 株式会社 食品用包装容器 154 

た  株式会社 ダイワテック 自立型防犯カメラ、電気バイク 29 

龍城工業 株式会社 環境モニター、ナノバブル発生器、LED電球 225 

ち  一般社団法人 中部産業連盟 JFS-A/B監査業務について 18 

て  株式会社 ティ・アイ・エス ＶＲ体験（ソフト・ハードパッケージ） 69 

株式会社 テクノリサーチ 卓上トップシーラー TR-533、卓上トップシーラー TR-58M、卓上トップシーラー TR-59L 41 

と  株式会社 東亜フーズ 
ウィルスセブンスプレーボトル、ウィルスセブンスプレーポンプ、ウィルスセブン超音波噴霧器、 
ウィルスセブンQBテナー、ウィルスセブンミニボトル 

31 

  東海プラスチック工業 株式会社 プラスチック製品(トレー) 16 

  東京海上日動火災保険 株式会社 HACCP認証資格取得支援 19 

東邦液化ガス 株式会社 ハウス栽培用ガス空調 92 

  株式会社 TOSEI 卓上型真空包装機 V-392GS 68 

冨田商事 株式会社 液体凍結機 59 

株式会社 トレスクリエイト メディア（印刷物）、メディア（web） 80 

に 日幸商事 株式会社 調味料等の委託充填 38 

  日本アクアバイオ 株式会社 水耕栽培用水処理装置 28 

株式会社 日本トリム 電解水素水整水器 184 

  日本PDI 株式会社 
天然抗菌剤配合不織布クロス、天然抗菌剤配合まな板、天然抗菌剤配合保存袋、  
天然抗菌剤除菌洗浄水、卵殻配合バイオマスプラ製品 

81 

  
独立行政法人 日本貿易振興機構  
名古屋貿易情報センター 

海外進出支援 62 

  株式会社 日本貿易保険 貿易保険パンフレット類 64 

は 株式会社 バーム パネル 14 

ふ 株式会社 富士清空工業所 
微生物蛍光画像測定機BACTESTER、訪問衛生検査サービス、 
環境測定サービス（水、ボイラー排ガス、臭気など） 

48 

ほ ホシザキ東海 株式会社 乾燥機、真空包装機、電解水 132 

み 株式会社 ミロク情報サービス 
クラウドサービス 「Edge Tracker」、就業管理システム「クロノスperformance」、 
中規模・中小企業向けERPソリューション「MJSLINK NX-Plus」 

24 

め 名西建材 株式会社 生ごみ処理機、電解水 70 

も mode 株式会社 ＳＮＳを活用したブランディング、販売戦略支援 26 

や 株式会社 やくだちや ラミネートフィルム、白衣、衛生用品、アウトレット食器、調理器具 30 

山田美術印刷 株式会社 シール、ラベル、ステッカー、パッケージ 50 

り 菱名工業 株式会社 移動式ハウス用ヒートポンプ「どこでもヒーポン」 13 

わ ワタナベフードソリューション 株式会社 特殊凍結庫、鮮度保持・熟成庫、スピード解凍庫 60 



■ 個別商談参加バイヤー企業一覧 （※五十音順） 
   「食」と「農」の大商談会 

企業名 

あ 株式会社 アイエヌティー 

株式会社 愛知共同企画 

愛知県飲食生活衛生同業組合 

株式会社 あいんシステムズ 

株式会社 青山 

株式会社 アクアイグニス 

有限会社 アグリ：サポート 

アサヒビール 株式会社 

株式会社 あしたのチーム 

アスター 株式会社 

株式会社 アメーバホールディングス 

株式会社 ARAN. 

い 株式会社 イートクリエイト 

池田物産 株式会社 

有限会社 石川養豚場 

株式会社 泉広 

株式会社 イズミック 

株式会社 伊勢福 

株式会社 一榮食品 

株式会社 壱番屋 

伊藤忠食品 株式会社 

伊藤忠飼料 株式会社 （関西・中部支店） 

株式会社 伊徳 

株式会社 医療給食 

う 株式会社 魚代 

株式会社 魚彦 

株式会社 宇佐美鉱油  

え 株式会社 エイジェック 

株式会社 エヌ・エー・ジム 

株式会社 NUKコーポレーション 

株式会社 エム・アール・ティー・ジャパン 

お オイシックス・ラ・大地 株式会社 

株式会社 OAGコンサルティング 

株式会社 オージーフーズ 

株式会社 大塚フーズ 

奥村 株式会社 

有限会社 オムニスバイオ 

株式会社 オリエンタル 

株式会社 折松 

か カゴメ 株式会社 

株式会社 カネ正 

株式会社 カネスエ 

カネハツ食品 株式会社 

カメイ 株式会社 名古屋支店 

き 有限会社 桔梗屋 （屋号：菓匠 花桔梗） 

株式会社 ギフトパッド 

株式会社 キャナリィ・ロウ 

株式会社 キャナリィ21 

株式会社 キラックス 

株式会社 金城軒 

株式会社 勤労食 

く 株式会社 久世 

株式会社 クラシックホテル 

企業名 

株式会社 黒田商事 

け 桂新堂 株式会社 

株式会社 ＫＲホールディングス 長篠設楽原ＰＡ下り 

株式会社 ＫＲホールディングス 上郷サービスエリア上り 

株式会社 ＫＲホールディングス 関サービスエリア 

KCセントラル貿易 株式会社 

ゲンキー 株式会社 

こ 株式会社 甲羅 

株式会社 黒怒 

国分中部 株式会社 

国分グローサーズチェーン 株式会社 

株式会社 コノミヤ 東海事業本部 

株式会社 小林食品 

株式会社 五味商店 

株式会社 コメダ 

株式会社 コンサルジュ 

さ 株式会社 サイトウ 

株式会社 齋藤商店 

株式会社 サカツコーポレーション 

株式会社 サガミフード 

株式会社 札幌かに本家 

サッポロビール 株式会社 東海北陸本部 

有限会社 沢来 

株式会社 三王商会 

三岐鉄道株式会社 上郷サービスエリア店 

株式会社 サンコー 

株式会社 サンヨネ 

し 株式会社 G・ファーム 

シーアイ・ショッピング・サービス 株式会社 

ジェイアール東海フードサービス 株式会社 

株式会社 ＪＴＢ商事 

株式会社 ＪＢイレブン 

株式会社 シティ・スーパー・ジャパン 

ＪＡＰＯＵＳ 株式会社 

上海卡桑国際貿易 有限公司 

ジョイント・クック 有限会社 

株式会社 昭和 

株式会社 ショクブン 

株式会社 新川食品 

株式会社 新東通信 

信南サービス 株式会社 

す 株式会社 スーパーヤマダイ 

株式会社 ＳＫＹｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ  

鈴木食品 有限会社 

有限会社 スティルエクリュ 

株式会社 スマイル-リンク 

スリーエー物流 株式会社 

せ 生活協同組合連合会 アイチョイス 

株式会社 セイノー商事 

株式会社 セプテムコミュニケーションズ 

株式会社 セレス 

株式会社 泉州屋 

株式会社 千趣会 



企業名 

た 大弘 株式会社 

株式会社 ダイトー 

株式会社 ダイナテック 

ダイニチ食品 株式会社 

株式会社 大丸松坂屋百貨店 

株式会社 鯛めし楼 

有限会社 高田屋製菓 

株式会社 髙はし 

株式会社 髙山 

ち 株式会社 中日アド企画（愛知県産品アンテナショップ ピピッと！あいち） 

中部エア・ウォーター 株式会社 

中部国際空港 株式会社 

中部三本珈琲 株式会社 

つ つくだ煮街道 株式会社 浜幸 

て 鉄板居酒屋 若丸 

天長食品工業 株式会社 

と 株式会社 ドゥ・ハウス 

東海キヨスク 株式会社 

東海テレビ事業 株式会社 

東海旅客鉄道 株式会社 

株式会社 東生食品 

農事組合法人 東濃ミートセンター 

株式会社 道楽 

株式会社 トーカン 

株式会社 トーノーデリカ 

株式会社 ドミー 

豊田温泉開発 株式会社 

株式会社 豊橋トーエー 

株式会社 鳥重商店 

ドルフィン・ワークス 株式会社 

株式会社 トレスクリエイト 

株式会社 どんぐりの里いなぶ 

な ナガイ 株式会社 

ナカキ食品 株式会社 

中日本エクシス 株式会社 名古屋支店 

中日本高速道路 株式会社 

中日本ハイウェイ・アドバンス 株式会社 多賀店 

名古屋市場運輸 株式会社 

名古屋市南部食鶏加工協同組合 

名古屋錦開発 株式会社 （東京第一ホテル錦） 

株式会社 名古屋三越 栄店 

株式会社 ナリコマホールディングス 

成田酒販 株式会社 

に 日新 株式会社 

株式会社 日本アクセス 

日本観光開発 株式会社 

日本航空 株式会社 

株式会社 日本トリム 

独立行政法人 日本貿易振興機構 名古屋貿易情報センター 

株式会社 日本貿易保険 

ね 株式会社 ネクスト 

ネクスフォート 株式会社 

企業名 

の 株式会社 農業総合研究所 

株式会社 農業法人モクモク 

は 株式会社 パソナ農援隊  

株式会社 パソナ農援隊 海外ユニット 

ひ 有限会社 ビーアンドエヌ 

光フードサービス 株式会社 

株式会社 ビック酒販 

ふ 株式会社 ファミリーマート 

株式会社 フィールコーポレーション 

株式会社 フード生田 

フードプラス 合同会社 

藤桂京伊 株式会社 

富士コーヒー 株式会社 

株式会社 富士清空工業所 

プリムイソベン 株式会社 

へ 株式会社 平和堂 

株式会社 ヘルシーメイト 

ほ 株式会社 ホテル豊田キャッスル 

株式会社 ポプラ 

株式会社 ボンタイン珈琲本社 

ま 株式会社 マイナビ 

マウンテンコーヒー 株式会社 

株式会社 マクアケ 

株式会社 松河屋 

マックスバリュ東海 株式会社 

株式会社 ママフーズ 

株式会社 丸一精肉 

株式会社 マルサ 

株式会社 まるみや 

み 三重県観光開発 株式会社 

株式会社 三河屋 

有限会社 三徳 

株式会社 妙香園 

MILLE DIX 株式会社 

め 名鉄協商 株式会社 

株式会社 名鉄百貨店 本店 

株式会社 名鉄レストラン 

も 株式会社 モア・フーズ 

株式会社 物語コーポレーション 

や 株式会社 山信商店 

株式会社 山彦 

ゆ 有限会社 ユーアイ 

株式会社 郵便局物販サービス 

株式会社 UnitedlyEC 

よ 株式会社 吉桂 

株式会社 ヨシケイ浜松 

吉田貿易 株式会社 

株式会社 ４７CLUB （中日新聞社） 

ら 楽天 株式会社 

り リゾートトラスト 株式会社 

株式会社 利八屋 

リンベル 株式会社 

わ 若尾製菓 株式会社 

■ 個別商談参加バイヤー企業一覧 （※五十音順） 
   「食」と「農」の大商談会 



内容
『あいち・じもと農林漁業成長応援「食」と「農」の
大商談会with いいともあいち』とは…
｢食」と「農」に関わる地元事業者さまの販路拡大等の
応援をテーマとした商談会です！

全国屈指の
実績を誇る商談会

今回280社が
出展予定

社

126社

203社

250社 251

第1回 第2回 第3回 第4回

出展
企業

フリー商談 いいともあいち運動
［愛知県は中部地区最大の農業県］
全国トップレベルの実力を持つ
あいちの農林水産物をＰＲ！！

［ 出展企業と即商談］
「ビビッ」ときたらその場で即商談！

是非お立ち寄りください‼

≫ 当日スケジュール ≪ ≫ 当日イベント ≪
竹炭・イチジク炭でつくる低脂質・低コレステロール卵

愛知県立安城農林高等学校エグプロ研修班の活動紹介と
竹炭・イチジク炭を活用したAnno健幸卵の試食会を開催します！

  9：30～10：00

10：00～16：00

オープニングセレモニー

個別商談・フリー商談 Anno健幸卵プロジェクト
純国産鶏種「岡崎おうはん」の利用

会場内にて愛知県PRコーナーを設置

前回のオープニングセレモニー風景

「食」と「農」の大商談会・招待券付 チラシ裏面（H297×W210mm・4C）
改訂日：2020.01.14

地元の食材を取扱う
メーカーが多数参加！
昨年 251社出展‼

新たな
出会い

その場で調
理した

Anno健幸
ゆで卵もご

提供！

※写真はイメージです ※内容は変更となる場合がございます

ぜひそのおい
しさを実感し

てください


