平成 29 年 10 月 5 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 名古屋リース
株式会社 名古屋銀行

『 第３回 あいち・じもと農林漁業成長応援 「食」と「農」の大商談会
with いいともあいち交流会 』
の開催について

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、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「食」と「農」の
大商談会を下記の通り開催しますので、お知らせいたします。
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。加えて、同時開催企画
として、「食」と「農」の関係事業者さまの販路拡大をテーマとしたセミナーを開催すること
により、ビジネスチャンス創出と海外輸出も含めた販路拡大を支援してまいります。

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。そのような状況下、本商談会は 3 回目の開催となり
ますが、今回より新たに「愛知県」が共催者に加わりました。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。

『 第 3 回 あいち・じもと農林漁業成長応援 「食」と「農」の大商談会
with いいともあいち交流会 』

開催名
～
開催日時

会場

6 次産業化・農商工連携による地方創生に向けて ～

平成 30 年 3 月 13 日（火）

9：40～16：00（予定）

※前日 3 月 12 日（月）に同時開催企画としてセミナーを開催予定
場所：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）
住所：名古屋市千種区吹上二丁目 6 番 3 号
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

共催者

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
公益財団法人 あいち産業振興機構、愛知県よろず支援拠点

後援
（予定）

経済産業省 中部経済産業局、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、農林水産省 東海農政局

対象

「食」と「農」の関係事業者さま
平成 30 年 3 月 12 日（月）
13：00～16：00 セミナー

内容
（予定）

※「食」と「農」の関連事業者の販路拡大に資する最新情報等を提供する予定
平成 30 年 3 月 13 日（火）
9：40～10：00 オープニングセレモニー
10：00～16：00 個別商談会（事前マッチング制）
・展示商談会（フリー商談）

出展企業

200 社程度募集

個別商談参加
バイヤー企業

100 社程度募集

一般来場者

1,000 名程度募集

セミナー参加者
お申込方法
申込締切日

200 名程度募集

※一般来場者は別途平成 30 年 1 月頃募集開始予定
※セミナー参加者は別途平成 30 年 1 月頃募集開始予定

所定の申込書にご記入のうえ、各お取引金融機関へお申込み下さい。
平成 29 年 11 月 30 日（木） ※出展企業・個別商談参加バイヤー企業の締切日。
一般来場者・セミナー参加者は別途募集。

以上

＜本件に関するお問い合わせ先＞
大商談会事務局（名古屋銀行法人営業部）
杉浦・舟戸・大森
TEL 052-962-6994

第３回
あいち・じもと農林漁業成長応援

「食」と「農」の大商談会
with いいともあいち交流会
～ ６次産業化・農商工連携による地方創生に向けて ～

開催日：平成３０年３月１３日（火）
会場：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）
共催：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）、愛知県

■ 内容
『あいち・じもと農林漁業成長応援 「食」と「農」の大商談会』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！

個別商談
出展企業とバイヤー企業を事前にマッチング！
高い成約率に結び付きます！

商談会に対する満足度はいかがですか？
各出展ブース内に商談テーブルをご用意！
短時間で効率的な商談が可能！
「じもと」の魅力を「ギュッ」と凝縮！
新たな出会いを求め、いざ商談の場へ！
※個別商談について、ご希望にそえない場合がありますことを予めご了承下さい。

フリー商談
「ビビッ」ときたらその場で即商談！
フリー商談は無限の可能性を秘めている！

キラリと輝く「じもと」食材が集結！
ここで出会わずいつ出会う？！

出展企業同士の商談・情報交換も可能！
新たなビジネスがひらめくかも？！
※ご商談・お取引等につきましては、ご自身の責任でご判断下さい。

セミナー
「食」と「農」に関する最新情報を
商談会前日セミナーにてご提供！

いいともあいち交流会
官民一体！「愛知県」とのコラボで
商談会が一段とパワーアップ！
「農業総合試験場」も出展！強力タッグ
であいちの新たな魅力、創りませんか？

※セミナー参加者については、詳細確定後、別途募集いたします。

■ 商談会実績
名実ともに
「オールあいち」
の商談会へ・・・

進化する商談会
第2回（平成29年）
開催規模拡充
全国屈指のスケールへ

第3回（平成30年）
「愛知県」が共催に参加
商談会は新たなステージへ

第1回（平成28年）
「食」と「農」の大商談会

スタート

アンケート結果
名刺交換した来訪者
成約があった出展企業
成約した商談数

５，９１２人
３３．５％
１０８件

圧倒的な成約実績

会場（吹上ホール）

※出展企業へのアンケート結果に基づく

■ 開催概要
開

催

名

第３回 あいち・じもと農林漁業成長応援 「食」と「農」の大商談会 with いいともあいち交流会

開 催 日 時

平成３０年３月１３日（火） １０：００～１６：００
※前日 ３月１２日（月）・・・セミナー開催

会

場

名古屋市中小企業振興会館 （吹上ホール）
（住所：名古屋市千種区吹上二丁目６番３号）

者

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）、愛知県

共

催

２００社程度募集（出展料・税込１万円）
出 展 企 業
（今回募集）

個別商談参加
バイヤー企業
（今回募集）

◆販路拡大を望んでいる「食」と「農」の関連事業者
（農林漁業者、食品・飲料製造事業者、食品・飲料販売事業者等）
◆「食」と「農」に関連する技術力・提案力を持った２次・３次産業者
（農業・食品設備関連、物流関連、広告宣伝関連、包装関連、コンサルティング関連等）
１００社程度募集（参加無料）
◆上記出展企業と事前予約制による個別商談を希望するバイヤー企業
（スーパーマーケット、デパート、コンビニエンスストア、食品製造・加工、食品小売、食品通販、
外食、ホテル・ブライダイル、惣菜・弁当・中食、食品商社・卸売などの食品担当バイヤー等）

セ ミ ナ ー
（後日募集）

◆商談会前日（平成３０年３月１２日）にセミナー開催
「食」と「農」に関連する事業者さまの販路拡大に資する最新情報等を提供
※後日別途募集いたします。

申 込 方 法

所定の申込書にてお取引金融機関へお申込み下さい。

事

名古屋銀行 法人営業部 （℡０５２－９６２－６９９４）

務

局

パーテーション

【小間仕様（予定）】
・展示・商談スペースは「横１８００ｍｍ・縦２７５０ｍｍ」を
１コマとします。
・出展１企業（１団体）あたり１コマを基本とします。
・１コマの基本仕様は展示用テーブル１本、商談セット
（テーブル１本・イス４脚）、パーテーション２枚
となります。
※ 出展企業の募集状況により、上記仕様を
変更する場合があることをご了承下さい。

イス

イス
商談用
テーブル

2750ｍｍ

イス

イス

展示用
テーブル

■ スケジュール（予定）
≪商談会開催までのスケジュール（予定）≫
１ １月 ３ ０日

１月中旬頃

出展企業・個別商談参加バイヤー企業
募集締め切り
セミナー参加者・一般来場者募集開始
個別商談希望先のヒアリング

２月中旬頃

個別商談相手決定

３月１２日

セミナー当日 （商談会準備日）

３月１３日

商談会当日

本商談会に関するお問い合わせは、お取引金融機関
担当者、または下記商談会事務局までお願いします。
名古屋銀行 法人営業部 （担当：舟戸・大森）
℡０５２－９６２－６９９４

1800ｍｍ

≪準備日・商談会当日のスケジュール（予定）≫
◆３月１２日（月）

【セミナー当日・商談会準備日】

１３：００～１６：００

「食」と「農」に関するセミナー

１５：００～１７：００

出展企業 搬入・ブース設営

◆３月１３日（火）

【商談会当日】

８：００～ ９：３０

出展企業 搬入・ブース設営（予備）

９：４０～１０：００

オープニングセレモニー

１０：００～１６：００

個別商談・フリー商談

１６：００～

出展企業 搬出・ブース撤去

