
平成 30 年 1 月 16 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 』 

の一般来場者・セミナー参加者募集について 

 
 

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、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、及びセミナー参加者を募集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。尚、先だって募集致しました出展企業は 250社、個

別商談参加バイヤー企業は 162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。 

また、同時開催企画として商談会前日にセミナーを開催し、「食」と「農」の関係事業者さまの成長に役

立つ情報提供を行います。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



以上 

 

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』  

～ 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 

平成 30 年 3 月 13 日（火） 

 【セレモニー】     9：40～10：00 
【展示商談会・個別商談会】10：00～16：00（受付開始 9：30～） 

平成 30 年 3 月 12 日（月） ※同時開催企画として開催 

 【セ ミ ナ ー】      13：30～16：20（受付開始 13：00～） 

会場 
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 ※セミナーは同所 7階メインホールで開催 

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、名古屋リース、農林漁業成長産業化支援機構 

後援 

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、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、西尾市、日進市、半田市、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、愛知県よろず支援拠点 

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（250 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（250 社）と個別商談参加バイヤー企業（162 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。 

セミナー 

講演名：フードビジネス成長応援セミナー 

【第１部】≪成長への道しるべ！「食品製造業が持続的成長を続けるために“これから 3 年で取り組むべきこと”」≫ 

講師：株式会社 船井総合研究所 フードビジネス支援部 

グループマネージャー 上席コンサルタント 花岡 良輔 氏 

【第２部】≪需要は個がつくる！「他社には聞けない“売れる”商品開発のヒント」≫ 

講師：株式会社 カタログハウス 開発部 執行役員 吉川 美樹 氏 

【第３部】≪デザインとブランディングで変える！「これからの新しい食と農の形とは？」≫ 

講師：株式会社 ファームステッド 代表取締役 長岡 淳一 氏 

参 加 費 無料 

お申込方法 所定の申込書にご記入のうえ、ＦＡＸにてお申込み下さい。 

申込締切日 平成 30 年 3 月 9 日（金）  

＜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） 

杉浦・舟戸・大森 TEL 052-962-6994 



～ 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  （フリー商談会）  

個別商談会  （事前登録制）  

平成３０年３月１３日（火） 

平成３０年３月１２日（月） 
セミナー                                   １３：３０～１６：２０ 
※展示商談会への来場申込みおよびセミナー内容詳細については裏面をご参照ください。 
※天候等やむを得ない事情により中止することがございます。 
※個別商談会への参加企業は事前登録先のみとさせていただきますので、ご了承ください。（受付終了） 

展示商談会 
セミナー 
入場無料 

受付開始９：３０より 

受付開始１３：００より 

日時 
内容 

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 

  駐車場  ： 周辺有料駐車場  ５８０台  

  最寄駅  ： 市営地下鉄桜通線「吹上」駅より徒歩５分 

        ※公共交通機関をご利用ください。 

会場 

「食」と「農」の関連事業者さま 
 ※一般個人のご来場はお断りします。 

 

対象 

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 
共催者 

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、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、西尾市、日進市、半田市、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、愛知県よろず支援拠点、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・セミナー 
参加者募集 

１０：００～１６：００ 

１０：００～１６：００ 



■ 出展企業一覧 

出展企業名 主な展示品（予定） 

№１ あ 株式会社 アイエヌティー 
ゴブルオーガニックサンマスカットレーズン、ゴブルオーガニックミックス、 
オーガニック枝付サンマスカットレーズン、オーガニック枝付トンプソンレーズン 

№２ 相生ユニビオ 株式会社 本みりん、清酒、焼酎、発酵調味料、ウイスキー 

№３ 株式会社 愛農流通センター カステラ、マヨネーズ、カレールゥ、ふりかけ、お茶漬け 

№４ アイプロ 有限会社 うずらプリン 

№５ 愛楽農園 はいぼーなす いちじくジャム、ドライいちじく、ポップコーン豆 

№６ 株式会社 葵フーズディナーズ シチュー、カレー、どて煮 

№７ アクティブインターナショナル 株式会社 南瓜、オレンジ 

№８ 株式会社 アグメント 知多美人そば 

№９ 有限会社 アグリ：サポート 野菜、米、日本酒 

№１０ 株式会社 浅野商店 人参寒天ゼリー、柿飴、抹茶飴、トマトキャンデー、酒飴、栗飴 

№１１ 株式会社 アドバンテック・サンスイ 空心菜、サンチュ、水菜、ルージュレタス、ホワイトセロリ 

№１２ 株式会社 荒木海苔店 のり子さんシリーズ、有明一番、青さ、焼きバラ 

№１３ 株式会社 アラタ ペットフード 

№１４ 株式会社 荒畑園 緑茶（リーフ）、緑茶（ティーパック）、インスタントティー、プーアール茶、粉末茶 

№１５ い 株式会社 イー・有機生活 
人参ジュース、プルーンジュース、トマトジュース、生姜のスープ(フリーズドライ)， 
お吸い物(フリーズドライ)、生姜茶 

№１６ 井桁堂 株式会社 
豊田の巨峰まんまるフィナンシェ、くるまる（８個入り・１２個入り）、スティックフィナンシェ７種類、 
ガトープルポ４種類、しぜんのたまご５種類、国産果肉じゅれ、藻塩トマトゼリー 

№１７ 井指製茶 株式会社 リーフ型三角ティーバッグシリーズ、自家焙煎麦茶シリーズ 

№１８ 有限会社 石川養豚場 あいぽーく精肉、あいぽーくあらびきウィンナー 

№１９ 有限会社 石黒商店 えびせんべい 

№２０ 株式会社 ｉｄｅａｉ 日進濁酒、天然酵母パンラム酒レーズン、酒蔵の甘酒 

№２１ 有限会社 イトウ製菓 チョコレートクランチ、チョコレート加工品 

№２２ 彩農園 ディップ（スィートチリトマト・ブロッコリー×わさび・しそベージェ・コーン） 

№２３ 株式会社 INTEC OKITA 
冷凍さつまいも天ぷら用（ベトナム産）、冷凍さつまいも乱切（ベトナム産）， 
冷凍さつまいもペースト（ベトナム産）、冷凍ジャガイモダイス（中国産）、チルドジャガイモホール（国産） 

№２４ う 有限会社 魚茂 いちご羊羹、うなぎ（真空パック）、各種弁当 

№２５ 有限会社 右大臣 玉子焼 

№２６ うれし野ラボ 株式会社 フレーバーオイル 

№２７ え 有限会社 えいこく屋 紅茶、ドライフルーツ 

№２８ 社会福祉法人 ＡＪＵ自立の家 小牧ワイナリー ななつぼし葡萄酒工房 果実酒（ワイン） 

№２９ エスエスケイフーズ 株式会社 
SSK完熟オリーブと黒酢たまねぎドレッシング、SSK完熟オリーブと黒酢たまねぎドレッシング、 
SSK静岡産わさびドレッシング、SSKチーズナッツドレッシング 

№３０ 株式会社 エヌ・ディ・シー 大豆ハンバーグ、大豆コロッケ、大豆つくね、大豆ハム、大豆麺、漢方山楂ジュース 

№３１ 株式会社 エルビー 飲料 

№３２ 株式会社 遠州屋 四季の羽二重餅、イカ将軍、月、甘酒ぷりん 

№３３ お 有限会社 老田屋 ラーメン 

№３４ 有限会社 オインク 三河おいんく豚 

№３５ 株式会社 大磯屋製麺所 ゆで焼そば、深蒸し焼そば 

№３６ 株式会社 太田商店 鶏卵、だし醤油、鶏肉、鶏肉の削り節 

№３７ 大津屋物産 株式会社 雑穀ブレンド、蒸し挽き割大豆、蒸し小豆・MIX豆、もち麦、豆各種 

№３８ 大友産業 株式会社 だしパック、野菜だし 

№３９ 大橋園芸 トマト桃太郎ゴールド、桃太郎ゴールドトマトジュース 

№４０ 小笠原製粉 株式会社 ラーメン、かりんとう 

№４１ 岡田屋製菓 株式会社 せんべい各種 

№４２ 桶狭間フーズ 株式会社（ＪＢイレブングループ） チャーシュー、ギョーザ、十一味ラー油、一刻魁堂の魁しょうゆラーメン 

№４３ 株式会社 オジマ食品工業所 小肌酢漬、いわし昆布〆、海鮮サラダ、いかピリ、薄造りいかわさび、いかくんサラダ 

 （※五十音順）  



■ 出展企業一覧 

出展企業名 主な展示品（予定） 

№４４ 株式会社 オリエンタル洋行 
マースカレー、米粉カレールウ、台湾カレーミンチ、名古屋カレーふどんレトルト三河赤鶏， 
愛知の恵あいちの牛すじどてカレー、即席カレー、即席ハヤシドビー、名古屋どてめし 

№４５ 尾鷲物産 株式会社 ブリトロ皮付き、ブリトロスキンレス、ぶり背ロイン、サーモン切り落とし、タイ皮付きロイン 

№４６ 尾張製粉 株式会社 
きぬあかり、きぬあかりそうめん、きぬあかりひやむぎ、きぬあかりうどん、 
焙煎大麦粉入りホットケーキミックス 

№４７ 尾張物産 株式会社 たたきごぼう、みたらし小芋、ピリ辛こんにゃく、ねりごま牛蒡、豆ひじき、皮じゃが甘辛煮 

№４８ か 金田みかん園 不知火、伊予柑、甘夏、ジュース、みかんマーマレード、ブンタンマーマレード 

№４９ 株式会社 カネナカ キザミうなぎ、うなぎ蒲焼 

№５０ カネハツ食品 株式会社 サラダに！まめ、たけのこ土佐煮、たたきごぼう、れんこん金平、とりねぎみそ、愛知の大葉みそ巻 

№５１ 株式会社 かねぶん梅屋 佃煮(ひと口にしん甘露煮・味わいいわし甘露煮)、わかさぎ、あさり、くるみ小女子、山椒ちりめん 

№５２ 株式会社 カネミツ食品 
ほうれん草とあおさの刺身こんにゃく、ほうれん草蒟蒻つけ麺、かぼちゃ蒟蒻台湾ラーメン、 
かぼちゃ蒟蒻高山ラーメン、ねぎ蒟蒻味噌ラーメン、ねぎ蒟蒻豚骨ラーメン 

№５３ カノン珈琲 ウルトラしょうがパウダー、しょうがかりんとう 

№５４ 合資会社 雅風 ドライサラダ（乾燥野菜） 

№５５ 有限会社 神谷製麺 手延べ麺 

№５６ 株式会社 川原製茶 伊勢茶羊羹、伊勢ほうじ茶羊羹 

№５７ 環業開発研究機構 ローゼルジャム、ローゼルカプセル、ローゼルハーブティ、ローゼル寒天ゼリー 

№５８ 甘強酒造 株式会社 昔仕込本味醂、黒みりん、西京漬床、みりん粕漬床、あまさけ 

№５９ き 株式会社 紀伊長島 炭焼き鰹のタタキ、ひとくちカツオカツ、ひとくちカツオカツ（黒コショウ） 

№６０ 株式会社 北村商店 マルトかつお大和煮 

№６１ キムラ漬物 株式会社 たくあん類 

№６２ 株式会社 金城軒 海藻トロッとスープ、海藻野菜スープ、つぶ貝わさび、つぶ貝燻製 

№６３ 株式会社 金トビ志賀 乾麺、パンケーキ 

№６４ く 株式会社 くすむら おからペーストサラダ、ソイチキンカレー、豆腐屋さんのお菓子、麻婆大豆、豆腐 

№６５ 國松本店 濱納豆袋、濱納豆パック、濱納豆ミニギフト、濱納豆×青じそ生ふりかけ、濱納豆ミニカップ 

№６６ クラシカルコーヒーロースター 株式会社 自社コーヒー製品、コーヒー関連商品、ドリップコーヒー、エスプレッソビバレッジ 

№６７ 有限会社 グリーンファーム 胡蝶蘭 

№６８ クロス・エイト・メディカル 株式会社 米、せんべい 

№６９ 株式会社 黒田商事 えび、ベトナム産フルーツ 

№７０ こ 株式会社 香嘉園 茶 

№７１ 高香園 手摘み抹茶、製菓用抹茶、手摘み抹茶の焼き菓子、手摘み茶めし、手摘み深蒸し茶 

№７２ 株式会社 宏昌食糧研究所 
西尾の抹茶 抹茶アイスの素、ぬか漬の素 百年床、即席 キャベツ漬の素、即席 きのこ漬の素、 
らくらく しば漬の素 

№７３ 有限会社 高麗食品 キムチ、韓国食品 

№７４ ５５９ 有限会社 お米 

№７５ 小島工機 株式会社 アグリ事業部 （小島農園） 有機野菜、有機野菜加工品 

№７６ 小島食品製造 株式会社 小倉バター、さくらジャム、バラジャム、無添加苺ジャム、無添加いちじくジャム 

№７７ 小林クリエイト 株式会社 リーフレタス、ベビーリーフ、ドレッシング 

№７８ 株式会社 コモ 小町類、デニッシュ類、クロワッサン類、缶詰チョコパネトーネ 

№７９ 有限会社 近藤商店 三河のどて、どてたま、うずら入りどて、愛知のどてマイルド 

№８０ さ 有限会社 西郷牧場 ほうれんそう 

№８１ 株式会社 サイトウ ソーセージ 

№８２ 株式会社 さいわい工房MK 乾燥昆布 

№８３ サインズ 株式会社 ビオウルノのラスク、ベジぱん、人参(自然栽培)、ルッコラ(自然栽培) 

№８４ 株式会社 坂井海苔店 焼海苔、きざみ海苔 

№８５ 有限会社 サカエ お茶 

№８６ 榊原農園 大葉 

 （※五十音順）  



■ 出展企業一覧 

出展企業名 主な展示品（予定） 

№８７ 株式会社 サラダコスモ 
オーガニック緑豆もやし、オーガニック大豆もやし、大豆イソフラボン子大豆もやし、 
オーガニックかいわれ大根、オーガニックアルファルファ、オーガニックブロッコリースプラウト 

№８８ サワイリ食品 株式会社 寿司ねたスライス、マグロ各種 

№８９ 三栄鶏卵 株式会社 卵 

№９０ サンエッジ 株式会社 有機野菜各種、にんじん、たまねぎ、じゃがいも 

№９１ 株式会社 三忠 魚座、メヒカリからあげ 

№９２ 株式会社 ＳＨＡＮＴＩ・ＳＨＡＮＴＩ・ＣＯＦＦＥＥ ＦＡＲＭ コーヒー、マーマレード、クレージーソルト、はちみつ、ハーブティー、コーヒーチェリーパウダー 

№９３ 株式会社 三宝良庵 甘酒（吉田酒蔵純米吟醸酒粕使用）、ごろごろ甘栗ようかん 

№９４ し 株式会社 ジー・ディー・エス 乾燥野菜 

№９５ 株式会社 Ｇ・ファーム 豚肉、ハム・ウィンナーギフト、レトルトカレー、肉まん 

№９６ 有限会社 静岡ラボ 生きくらげ、乾燥きくらげ、きくらげ入りあらびきフランクフルト、きくらげ入り丸餃子 

№９７ 清水食品 株式会社 レンコンチップス、カットレンコン、レンコンみそ漬け、レンコンパウダー 

№９８ １３代目鈴木さん家のがんこ農場 
ペースト(焼き芋・紅はるか）、ペースト(かぼちゃ）、パウダー（サツマ芋・カボチャ・玉ねぎ）、焼き芋、 
焼き干し芋、みじん切り野菜（玉ねぎ・キャベツ） 

№９９ ジョイント・クック 有限会社 焼きそば 

№１００ 昭栄食品工業 株式会社 豆腐、油揚げ、厚揚げ、がんも 

№１０１ 有限会社 新日邦 完全人工光型植物工場レタス 

№１０２ す 水耕房いなぶ 
白い発芽にんにく、白い発芽にんにくドレッシング、白い発芽にんにく万能ダレ、 
白い発芽にんにくサプリメント 

№１０３ 株式会社 水稲生産技術研究所 米 

№１０４ 杉浦味淋 株式会社 愛桜純米本みりん、SAKURAアモーレ（赤みりん）、三河どて煮、みりん飴 

№１０５ 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、ブルーベリーソース、 
ブルーベリー冷凍果 

№１０６ 杉本食肉産業 株式会社 名古屋コーチン、尾張牛、愛知みかわ豚、熟成牛、ドライエイジングポーク 

№１０７ すぎもとミート販売 株式会社 富士山岡村牛部分肉、富士山岡村牛ハンバーグ、キロサ牧場直送牛ビーフシチュー 

№１０８ 農事組合法人 鈴鹿山麓夢工房 生椎茸、乾燥しいたけ、しいたけ佃煮 

№１０９ 鈴木食品 有限会社 モロ子、新ハエ、ちりめん山椒、ごまたつくり、志ぐれ、甘口あさり 

№１１０ 株式会社 スマイル-リンク 
岡崎ぎゅーっと肉味噌、岡崎ぎゅーっと肉味噌（ピリ辛味）、岡崎ぎゅーっと肉味噌（マイルド）、 
豊橋穂の菓 おつつみフィナンシェ 

№１１１ 株式会社 角谷文治郎商店 三州三河みりん、有機三州味醂、三州梅酒、三州梅酒（辛口）、みりん粕 

№１１２ 株式会社 スリィ・サポート 
どんちっち 真アジフライ、どんちっち 真アジ唐揚げ、ピリ辛イカ天、磯部フライ、さわら切身（３種類）、 
天ぷら用アナゴ 

№１１３ せ 瀬戸焼きそば 八方招き 冷凍瀬戸焼きそば、煮汁の源 

№１１４ １７ｄｒｅａｍ 株式会社 小倉トーストチョコクランチ 

№１１５ 株式会社 千賀屋 お節料理 

№１１６ 農業生産法人 有限会社 千姓 米、米粉麺、発芽玄米、切り餅（白）、切り餅（玄米） 

№１１７ た 株式会社 ＴＡＭＹ （Ｃｉｔｙ Café） 
三河もち豚 メンチカツサンド、小原たまご村 厚焼き玉子サンド、豊田産イチゴのフルーツサンド、 
小原のたまご使用 生マシュマロ、あんことクリームチーズパン、季節のジャムとクリームチーズ 

№１１８ 株式会社 大気社 フリルレタス、バタビアレタス、結球レタス、レタスミックス 

№１１９ 大協青果 株式会社 青果物全般 

№１２０ 株式会社 大道設計 龍の標 (プリン）、女王様のプリン、ベリーチーズプリン、安納芋プリン、コク抹茶プリン 

№１２１ 高章食品 株式会社 
乾燥ちぢみこんにゃく、ちぢみこんにゃく、甘酢ちぢみこんにゃく、豆乳白玉こんにゃく、 
豆乳刺身こんにゃく、みよしのこんにゃくグミ（葡萄・梨） 

№１２２ たかぎ園芸 洋らん、草花観葉（鉢物） 

№１２３ ＴＡＫＡＳＵ マンジェリコン茶、マンジェリコン珈琲、納豆菌 

№１２４ 有限会社 高橋養鶏 
旬たまご、茶らん、まるっとたまごプリン、名古屋コーチンスモーク、名古屋コーチン八幡巻き、 
名古屋コーチン肉 

№１２５ 有限会社 高丸食品 納豆 

№１２６ 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 

№１２７ タコ焼八丁 宇宙芋、八丁焼、宇宙芋パウダー 

№１２８ 谷澤牧場 氷温熟成黒毛和牛ゆたか牛(サーロイン)、氷温熟成黒毛和牛ゆたか牛(モモ) 

№１２９ ダンフーズ 株式会社 レーズンソース、野菜スープ 

 （※五十音順）  



■ 出展企業一覧 

出展企業名 主な展示品（予定） 

№１３０ ち 株式会社 ちぃむ青じそ 青じそ粉末、青じそフレーク 

№１３１ 有限会社 チェリッシュ企画 （森の生活） ぶどうジュース、ワイン 

№１３２ 知多セントラルシステムズ 株式会社 
2リットルバルク各種、ハート＆ハートバー、ジェラートバー、ポーショントレー（PT)、 
フルーツジブレ各種、ワンショットタイプ 

№１３３ 株式会社 知多ピッグ 豚肉 

№１３４ 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、奥美濃古地鶏むねパストラミ、 
奥美濃古地鶏リオナソーセージ、奥美濃古地鶏砂肝燻製、飛騨なっとく豚山椒ソーセージ 

№１３５ 中部三本コーヒー 株式会社 吟煎（23ｇ粉・4ｇ粉）、吟煎マンデリンB2ｇ粉、吟煎香りのモカ2ｇ粉、ドリップトップ吟煎6P 

№１３６ て 株式会社 ティ・エフ・ピィ 子持鮎甘露煮、鮎甘露煮、虹ﾏｽ甘露煮 

№１３７ ＤＩＥＺ ｃafé 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） 

№１３８ 株式会社 出口崇仁農園 人参、たまねぎ、人参ジュース 

№１３９ 有限会社 テクノムサシ 白きくらげ（生）、白きくらげ（生）のスイーツ、乾燥あらげきくらげホール、乾燥あらげきくらげスライス 

№１４０ デリカフーズ 株式会社 名古屋事業所 
温野菜（人参乱切り・じゃが芋皮むき・じゃが芋皮なし・カレー用ミックス・ポテトオニオンミックス・ 
大根輪切り） 

№１４１ 天長食品工業 株式会社 
ごはんと食ったらうまいでしょうが、低温熟成鳥取砂丘らっきょう甘酢仕立て、よりぼし漬け、 
もろみらっきょう、国産福神漬 

№１４２ 天領酒造 株式会社 どぶろく、甘酒のもと 

№１４３ と 株式会社 時麺 生中華麺、餃子皮、生パスタ 

№１４４ 冨田商店 株式会社 チョコレート、キャンデー、焼菓子、ふりかけ、ドライフルーツ 

№１４５ トヨタファーム 三州豚 

№１４６ 豊橋糧食工業 株式会社 もち麦シリアル6.6、大麦シリアル5.5、大麦シリアル3.3、もち麦、押麦、発芽押麦 

№１４７ 有限会社 とろろ庵 とろろ汁、自然薯豆腐、自然薯、すりおろし自然薯、自然薯うどん、自然薯そうめん 

№１４８ な 有限会社 内藤精肉店 和牛肉（鳳来牛）、豚肉（市ばん豚） 

№１４９ 株式会社 ナカガワ 天かす一番（えび味）、天かす一番（レギュラー） 

№１５０ 株式会社 中甲 まな粉、もち米、凄い玄米、特別栽培コシヒカリ、有機栽培コシヒカリ、大地の風 

№１５１ 中日本 株式会社 タマゴロウ、温泉たまご、煮たまご（各種）、燻製たまご、カラムキタマゴ 

№１５２ ｎａｃｏ ｎａｔｕｒａｌ＆ｅｃｏ 京くれない人参、人参ドレッシング、京くれない人参レシピ 

№１５３ 株式会社 なごやきしめん亭 そうめん、ひやむぎ、うどん、きしめん 

№１５４ 名古屋市南部食鶏加工 協同組合 名古屋コーチン（鶏チャーシュー・ムネササミハム・無塩せきモモムネ・超粗挽きフランク、しゃぶしゃぶ） 

№１５５ 株式会社 南山園 食品原料用抹茶、茶道用抹茶、金の抹茶、グリーンティー、ほうじ茶オレの素 

№１５６ に 西尾製粉 株式会社 愛知県産小麦粉、愛知県産小麦粉を使用した加工品 

№１５７ 日興薬品工業 株式会社 レッドマムシ 

№１５８ 株式会社 ニッセン 
合鴨スライス（プレーン・パストラミ）、サラダチキンスライス（プレーン・ハーブ）、つくね串、ミニ焼鳥、 
スライスブレッド 

№１５９ 日本バイオコン 株式会社 ヒーター式調理滅菌装置、レトルト済コンニャクご飯 

№１６０ 日本レトルトフーズ 株式会社 黒豆しぼり豆、黒豆しぼり豆（西尾抹茶）、黒豆しぼり豆（豆蔵珈琲）、大豆粉 

№１６１ ね 株式会社 ネクスト 安城ハム（ポーク）、あらびきソーセージ、ブラートフランク 

№１６２ の 農業水産 スフィーダ にんじんジュース、玄米菓子 

№１６３ 株式会社 農業法人モクモク 塩学舎の塩、塩けんぴ、レモンスカッシュ、甘夏ポン酢 

№１６４ ｎｏｔｅ 合同会社 コーヒー豆、コーヒー器具 

№１６５ 株式会社 ＮＯＵＭＡＮＮ フリルレタス、バタビアレタス、結球レタス、レタスミックス 

№１６６ は パイミート 株式会社 
大豆まるごとすいーつ×木の山芋、大豆まるごとすいーつ×焙煎米粉、大豆まるごとすいーつ×抹茶、
胡麻とうふ、焙煎米粉入り絹あげ、ごはん用とうふ 

№１６７ 株式会社 葉桐 静岡茶 

№１６８ 服部農園 有限会社 減農薬米、有機栽培米(特別栽培米) 

№１６９ 株式会社 はと屋 MOROMISOUSE、MISODIP、白しょうゆミニ、たまりしょうゆミニ 

№１７０ 有限会社 花丘商事 菜種油、醤油風調味料、ポン酢 

№１７１ 有限会社 浜名湖ファーム うずら生卵、うずらの燻製卵 

№１７２ 特定非営利活動法人 パルク 黒米 

 （※五十音順）  



■ 出展企業一覧 

出展企業名 主な展示品（予定） 

№１７３ ひ 株式会社 ピーチ 生ハム、チーズ、ソーセージ（５品目）、日本鹿、日本猪、パテドカンパーニュ 

№１７４ 菱太産業 株式会社 太田屋守山工場 白醤油（超特選、上級、しらゆり） 

№１７５ 株式会社 菱和園 健康茶、紅茶 

№１７６ 七福醸造 株式会社 特選料亭白だし、野菜白だし、有機白醤油 

№１７７ 株式会社 平松食品 
いわし甘露煮金ごま包み、さんま甘露煮辛味噌仕立て、愛知丸が釣ったかつおと生姜のじゅれ、 
いわし甘露煮オリーブ油漬、さんま甘露トマト煮、甘露生姜煮 

№１７８ 株式会社 平山商会 湯葉製品 

№１７９ ふ 福井酒造 株式会社 清酒 純米大吟醸 夢吟香、四海王 純米吟醸 真、四海王 純米吟醸 夢山水、甲乙混和焼酎 千年浪漫                                                                                         

№１８０ 福寿園 どら焼き、せんべい 

№１８１ 福陽食品 株式会社 大学芋 

№１８２ 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、チョコチップクッキー、野菜ぼうろ 

№１８３ 葡萄のふくおか ジュース、ジャム、ドライフルーツ 

№１８４ 株式会社 麩屋銀 黒糖ふ菓子、生麩、焼麸、麩まんじゅう、ふぱうんどけーき、ふらすく 

№１８５ プラザ観光 株式会社 極のカレーもつ鍋、焼肉屋さんの黒カレー 

№１８６ 有限会社 プランテック ミニトマト、肥料、ケール 

№１８７ 株式会社 ふるさと清見２１ 
パスカルドレッシングシリーズ、飛騨清見ソース、パスカルトマトケチャップ、焼肉のたれシリーズ、 
トマトソースシリーズ 

№１８８ 株式会社 フレイバーユージ メープルシフォンケーキ、ウォルナッツブラウニー、マーナズグラノラ 

№１８９ ほ 有限会社 星野水産 エイのパテ、エイの唐揚、メヒカリの唐揚、真ダコのオリーブオイル漬け、愛知県産えび 

№１９０ 布袋食糧 株式会社 ホームベーカリーミックス、鬼まんじゅうミックス、パンケーキミックス、乾麺、小麦粉 

№１９１ ま 株式会社 マーコ トマト、イチゴ、キャベツ、トマト餃子、いちご大福セット 

№１９２ 株式会社 丸加醸造場 つけもの、みそ、みそ加工品 

№１９３ まるきんファーム 株式会社 イチゴ、スパークリングワイン 

№１９４ 株式会社 丸越 
ごぼうとナッツの胡麻味噌漬、美味減塩白菜漬、美味減塩柚子白菜漬、美味減塩胡瓜漬、 
塩分25％OFF 旨みとコクの白菜キムチ、塩分25％OFF 羅臼昆布白菜 

№１９５ 株式会社 丸繁製菓 食べれる器（e-tray）、食べられるお箸（畳味） 

№１９６ マルタ食品 株式会社 花ひろば、瓶金平糖 

№１９７ 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（うま塩・ピリ辛みそ）、名古屋コーチンささみメンチカツ、 
名古屋コーチンスープ、名古屋コーチンスモーク 

№１９８ 有限会社 丸文岩瀬商店 削り節、せんべい 

№１９９ 株式会社 まるや八丁味噌 まるやのみそだれ、味噌パウダー、八丁味噌 

№２００ 有限会社 まんてん． 愛知県産メヒカリ唐揚、愛知県産ニギスフライ、愛知県産メヒカリ油漬け 

№２０１ み 有限会社 みうらや製麺 全粒粉冷中華、トマト冷中華、細美人（冷中華）、昭和うどん（生）、昭和うどん 夏 

№２０２ や 株式会社 ｙａｏｔｏｍｉ HOUROKU菜の花オイル、ablabo.向日葵オイル 

№２０３ 株式会社 安田商店 ベビーリーフ、キャベツ 

№２０４ ヤマウフーズ 美食貝三昧、美食貝三昧Ⅱ、貝三昧セット、三河湾貝巡り、鰻三昧セット、白焼鰻 

№２０５ 株式会社 山恵 猪、鹿のブロック肉、猪、鹿のスライス肉、猪ハム、猪ジャーキー 

№２０６ 山眞産業 株式会社 青しそ加工品、みかん加工品、もみじ加工品、桜加工品、かぼちゃ加工品 

№２０７ ヤマシン醸造 株式会社 オリーブ白しょう油、オリーブ白しょう油ゆず胡椒、白ぽん酢、白だし、土佐醤油 

№２０８ 有限会社 山本屋 焼き肉のタレ 

№２０９ ゆ 株式会社 ユーエイエム 秘伝のカルビ、秘伝の極み牛タン、飛騨牛おこわ 

№２１０ 特定非営利活動法人 ユートピア若宮 簾事業部 
むもんカンパニーショートブレット、サンライズヒルドライフルーツ、 
武豊社会福祉協議会醤油溜まりせんべい 

№２１１ ら 株式会社 羅漢果工房 羅漢果顆粒 

№２１２ ろ 株式会社 Ｌｏｈａｓｔｙｌｅ ベジドレ（にんじん・フレンチ・甘酒ゆず・ごま）、６つのやさしさマヨネーズ、万能しょうゆたれ 

№２１３ わ ワインブティックラターシュ 
ミュンツェン シャルドネ 白、ミュンツェン シャルドネ 赤、ＣＨ ヴューバレ 赤、オーマコー ロゼ、 
オーマコー 赤 

№２１４ わかば農園 株式会社 カット野菜 

 （※五十音順）  



■ 出展企業一覧 

出展企業名 主な展示品・提供サービス等（予定） 

№２１５ あ 株式会社 アイギ 厨房機器、白飯、惣菜類 

№２１６ 愛知県食鳥肉販売業生活衛生同業組合 組合活動紹介、地産鶏肉及び納入業者の紹介 

№２１７ 愛知道路コンセッション 株式会社 地域情報・イベント紹介 

№２１８ お 折武 株式会社 衛生マスク、フィルムケース、洗剤関連、ニトリル手袋、ラップ関連 

№２１９ か 有限会社 春日井流通マシン POSレジ 

№２２０ 兼子電機 株式会社 「とめちゃん」手動結束機、「とめちゃん」自動結束機 

№２２１ 株式会社 環境科学研究所 食品検査サービス(細菌、農薬、異物等） 

№２２２ 韓国貿易センター名古屋 (ＫＯＴＲＡ) 活動紹介 

№２２３ 関西のむら産業 株式会社 米袋（ナイロン）、食品を詰める容器やそのトップシール 

№２２４ き 株式会社 キラックス ゼロクリアコーティング体感アクリル箱、皿、SUS板 

№２２５ し 新光技研 株式会社 小型ふるい機、水切り装置 

№２２６ そ 宗和工業 株式会社 樹脂容器 

№２２７ た 株式会社 大栄製作所 酸素ファイター 

№２２８ 株式会社 ダイナテック 厨房ダクト用レンタルグリスフィルター、ダクト清掃・排気設備メンテナンス 

№２２９ ち 中央設備エンジニアリング 株式会社 食品工場へのHACCP・省人化等の提案 

№２３０ 一般社団法人 中部産業連盟 おもてなし規格認証の取得支援 

№２３１ て デザイナーフーズ 株式会社 トマト 

№２３２ と 株式会社 東亜フーズ ウイレスセブン 

№２３３ 東海プラスチック工業 株式会社 食品トレー 

№２３４ 株式会社 トップ堂 カビナイバッグ（包装資材）                                                                                                        

№２３５ な 株式会社 中村商店 空調ダクトカバー、排気ダクトカバー、食品洗浄ネット 

№２３６ 名古屋市場運輸 株式会社 輸送関連の提案、共同配送便、市場間輸送 

№２３７ に 日幸商事 株式会社 ドレッシング、調味液、ゼリー 

№２３８ 株式会社 日本貿易保険 貿易保険に関する相談 

№２３９ 日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター 海外輸出支援 

№２４０ 日本モウルド工業 株式会社 各種鶏卵用モウルドトレイ、各種青果物モウルドトレイ 

№２４１ ふ 株式会社 フェアウィンド コンピュータソフトウェア「豪商」 

№２４２ 株式会社 フカデン 農業用ドローン 

№２４３ 株式会社 フジマック バリオクッキングセンター、コンビオーブン、冷蔵庫・台下冷蔵庫 

№２４４ ほ ホシザキ東海 株式会社 真空包装機、食品乾燥機 

№２４５ ま 株式会社 マイナビ 販促・広告・求人サービス 

№２４６ め 株式会社 メイワ 食品パッケージのデザイン・企画 

№２４７ や 山田美術印刷 株式会社 シール、ラベル、ノベルティ 

№２４８ 有限会社 ヤマト BDF、廃食油 

№２４９ ゆ 株式会社 Ｕｎｉｔｅｄｌｙ ＥＣ 中国向け越境ECサービス 

№２５０ わ 和田フードテック 株式会社 スライサー、チョッパー、カッター、ダイサー、殺菌水製造装置、真空包装器 

 （※五十音順）  

地方公共団体等 

団体名 主な展示品（予定） 

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 業務パンフレット 他 

経済産業省 中部経済産業局 農商工連携関連施策パンフレット 他 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中部本部 農商工連携事業に係るＰＲ資料 他 

農林水産省 東海農政局 ６次産業総合化事業に係るＰＲ資料 他 

設備関係 ・ ソリューションビジネス関係事業者等 



■ 個別商談参加バイヤー企業一覧  （※五十音順）  

個別商談参加バイヤー企業名 個別商談参加バイヤー企業名 

№１ あ 株式会社 愛三企画 №４８ サッポロビール 株式会社 

№２ 株式会社 アイディー・クリエイト №４９ 株式会社 サノヤ 

№３ アイリスオーヤマ 株式会社 №５０ 有限会社 沢来 

№４ 株式会社 あいんシステムズ №５１ 株式会社 三王商会 

№５ 有限会社 アグリ：サポート №５２ 三岐鉄道 株式会社 上郷サービスエリア店 

№６ 有限会社 アグリライフ №５３ し ジーエフシー 株式会社 

№７ 株式会社 あじよし №５４ 株式会社 Ｇ７ジャパンフードサービス 

№８ 株式会社 アメーバホールディングス №５５ ジェイアール東海フードサービス 株式会社 

№９ 株式会社 ＡＲＡＮ. №５６ 株式会社 ジェイアール東海ホテルズ 

№１０ い 株式会社 イー・有機生活 №５７ 株式会社 ＪＥＭ 

№１１ ｅ－暮らし 株式会社 №５８ 株式会社 ＪＢイレブン 

№１２ イオンビッグ 株式会社 №５９ シス・プロデ 株式会社 

№１３ イオンリテール 株式会社 東海長野カンパニー №６０ 株式会社 ＪＡＬＵＸ 

№１４ 伊藤忠商事 株式会社 №６１ ジョイント・クック 有限会社 

№１５ 伊藤忠食品 株式会社 東海営業本部 №６２ 新東亜交易 株式会社 

№１６ う 株式会社 ウィズ №６３ 信南サービス 株式会社 

№１７ うどん屋権兵衛 №６４ す スイートエリズ 株式会社 

№１８ え 株式会社 エヌ・エー・ジム №６５ スーパーサンシ 株式会社 

№１９ 有限会社 エヌ・ワイ №６６ 株式会社 スーパーヤマダイ 

№２０ お 有限会社 大口屋 №６７ 有限会社 すぎちく 

№２１ 株式会社 オージーフーズ №６８ 株式会社 スマイル-リンク 

№２２ 岡孝 株式会社 (恵比寿楽園テーブル） №６９ せ 生活協同組合連合会 東海コープ事業連合 

№２３ 株式会社 オノダ №７０ 株式会社 セイノー商事 

№２４ 株式会社 オリエンタル洋行 №７１ 有限会社 セレンディブ 

№２５ か 株式会社 カタログハウス №７２ センコー商事 株式会社 

№２６ カネハツ食品 株式会社 №７３ そ 株式会社 そごう・西武 西武岡崎店 

№２７ カメイ株式会社 名古屋支店 №７４ た たいこうフーヅ 株式会社 

№２８ き 有限会社 桔梗屋 №７５ 株式会社 大国屋 

№２９ 株式会社 キャナリィ・ロウ №７６ 有限会社 大丸本舗 

№３０ 株式会社 ＣＡＮＶＡＳ №７７ 株式会社 大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 

№３１ 株式会社 キラックス №７８ 株式会社 大丸松坂屋百貨店 松坂屋豊田店 

№３２ く 株式会社 クラシックホテル №７９ 株式会社 髙山 

№３３ クラブツーリズム 株式会社 №８０ 玉三屋食品 株式会社 

№３４ 株式会社 黒田商事 №８１ ち 株式会社 中栄薬化交易 

№３５ け 桂新堂 株式会社 №８２ 中央容器 株式会社 

№３６ 株式会社 ＫＲフードサービス 上郷サービスエリア上り線 №８３ 株式会社 中日アド企画 （ピピッと！あいち） 

№３７ 株式会社 ＫＲフードサービス 関サービスエリア №８４ 一般社団法人 中部産業連盟 

№３８ 株式会社 ＫＲフードサービス 長篠設楽原パーキングエリア下り線 №８５ て 株式会社 テレビ東京コミュニケーションズ 虎ノ門市場 

№３９ 元暉綜合商業服務 株式会社 №８６ と 東亜食品工業 株式会社 

№４０ 株式会社 ＧＥＮＧＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ №８７ 東海テレビ事業 株式会社 

№４１ こ 株式会社 コイサンズ №８８ 東海旅客鉄道 株式会社 

№４２ 国分中部 株式会社 №８９ 株式会社 ドウシシャ 

№４３ 株式会社 極楽湯 №９０ 東洋食品 株式会社 

№４４ 株式会社 コスギ №９１ 株式会社 トーカン 

№４５ 株式会社 コノミヤ 東海事業本部 №９２ 有限会社 トータルデリ （グリルれんが亭・抹茶ラボ） 

№４６ 株式会社 五味商店 №９３ 株式会社 ドミー 

№４７ さ 株式会社 サガミチェーン №９４ 豊田温泉開発 株式会社 



■ 個別商談参加バイヤー企業一覧  （※五十音順）  

個別商談参加バイヤー企業名 個別商談参加バイヤー企業名 

№９５ 株式会社 豊橋トーエー №１２９ 株式会社 ボンタイン珈琲本社 

№９６ な 中川給食 株式会社 №１３０ ま 株式会社 マクアケ 

№９７ 株式会社 長登屋 №１３１ 株式会社 マジェスティックダイニング 

№９８ 名古屋エアケータリング 株式会社 №１３２ 株式会社 松岡 

№９９ 株式会社 ナゴヤキャッスル №１３３ 株式会社 松河屋 

№１００ 名古屋国際ホテル 株式会社 №１３４ マックスバリュ中部 株式会社 

№１０１ 名古屋市場運輸 株式会社 №１３５ 株式会社 松源 

№１０２ 名古屋市南部食鶏加工 協同組合 №１３６ ママ食材 有限会社 

№１０３ 名古屋錦開発 株式会社 （東京第一ホテル錦） №１３７ 株式会社 マリノ 

№１０４ 株式会社 名古屋三越 栄店 №１３８ 株式会社 マルサ 

№１０５ に 株式会社 錦 №１３９ 株式会社 まるすぎ 

№１０６ 日幸商事 株式会社 №１４０ 株式会社 マルヤス 

№１０７ 日新 株式会社 №１４１ 万勝 （山本洋品雑貨 株式会社） 

№１０８ 株式会社 日本アクセス №１４２ み 株式会社 三井酢店 

№１０９ 株式会社 日本平ホテル №１４３ 三菱商事 株式会社 中部支社 

№１１０ 株式会社 日本貿易保険 №１４４ 宮崎商事 株式会社 

№１１１ 日本酒類販売 株式会社 №１４５ む 睦化学工業 株式会社 

№１１２ 日本貿易振興機構（ジェトロ） 名古屋貿易情報センター №１４６ め 名鉄協商 株式会社 

№１１３ ね 株式会社 ネクスト №１４７ 株式会社 名鉄百貨店 

№１１４ は 八区炊事 株式会社 №１４８ 株式会社 名鉄レストラン 

№１１５ 株式会社 ハナノキ №１４９ メーキュー 株式会社 

№１１６ ふ 株式会社 ファスタ №１５０ も 株式会社 モノン 

№１１７ 株式会社 ファミリーマート №１５１ や ヤマトホームコンビニエンス 株式会社 

№１１８ 株式会社 フィールコーポレーション №１５２ 株式会社 ヤマナカ 

№１１９ 株式会社 フード生田 №１５３ 合資会社 山安食料品店 

№１２０ 株式会社 風流社 №１５４ ゆ 株式会社 Ｕｎｉｔｅｄｌｙ ＥＣ 

№１２１ プラザ観光 株式会社 №１５５ よ 横浜冷凍 株式会社 名古屋営業所 

№１２２ 株式会社 プリンスホテル №１５６ 株式会社 ヨシケイ浜松 

№１２３ 株式会社 プレジャー №１５７ 株式会社 ４７ＣＬＵＢ 

№１２４ ほ 有限会社 ボージェスト・プランニング №１５８ ら 楽天 株式会社 

№１２５ ホテーフーヅ 株式会社 №１５９ らでぃっしゅぼーや 株式会社 

№１２６ 株式会社 ホテル豊田キャッスル №１６０ り 株式会社 リボン 

№１２７ 株式会社 ほの国百貨店 №１６１ る 株式会社 ル・クール 

№１２８ 株式会社 ポプラ №１６２ ろ 株式会社 ローソン 中部商品部 





第1回（平成28年） 

「食」と「農」の大商談会 

スタート 

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 

個別商談参加 
バイヤー企業 

名実ともに 

「オールあいち」 

の商談会へ・・・ 

商談会前日企画のセミナーも是非ご聴講を！！ 

こんな方はぜひご来場を！！ 

 ★ 出展企業２５０社とフリー商談を行いたい方 

 ★ 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 

 ★ 今後のご自身のビジネスの参考としたい方 

 

       などなど、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」の大商談会は 
地域の皆様のビジネスを応援します！！ 

出展企業 



【商談会来場およびセミナー聴講申込書】                                               ▽ＦＡＸにてお申し込みください。 
                                                      
   ◆会   場／ 名古屋市中小企業振興会館 ７階 メインホール 
             （名古屋市千種区吹上二丁目６番３号） 
  
   ◆募集対象／ 「食」と「農」の関連事業者さま 
             （食品関連バイヤー、１次産業者さま及び関連する２次・３次産業者さま） 
  

お申込日 ： 平成 ２９ 年   月   日 
  

ご住所 
〒   -   

貴社名 
  

業 種 
  

ご連絡先（電話） 
  

ご案内機関 
  
        

お役職 
ご参加者氏名 
展示会来場希望 
セミナー聴講希望 

  
  

来場する ・ 来場しない 
聴講する ・ 聴講しない 

  
  

来場する ・ 来場しない 
聴講する ・ 聴講しない 

  
  

来場する ・ 来場しない 
聴講する ・ 聴講しない 

  

ＦＡＸ：052-962-7798 

フードビジネス成長応援セミナー 

◆お申込方法・・・上記申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込み下さい。参加票は発行いたしません。 
            （※１）商談会一般来場について、ご希望の方を○で囲んでください。 
            （※２）セミナー聴講について、ご希望の方を○で囲んでください。 セミナーは定員になり次第締め切らせていただきます。（定員100名） 

            当日は、「本参加申込書」もしくは「お名刺」にて受付をいたしますので、ご持参のうえ会場へお越しくださいませ。 
◆申込締切日・・・平成３０年３月９日（金） 
◆ご記入いただきました個人情報は、＜本商談会＞の運営のために使用させて頂き、第三者に提供することはありません。 
 

【お問合せ先】 商談会事務局（名古屋銀行法人営業部）  担当／舟戸・大森  ℡：052-962-6994 

■ セミナー 

■ 商談会一般来場 ・ セミナー聴講申込書  

 商談会事務局 （名古屋銀行法人営業部） 宛                FAX 052ー962－7798 
ご 住 所 

 〒 

貴 社 名   業         種 

ご 連 絡 先  ℡ ご案内機関  

役 職 ご 氏 名 商談会一般来場 （※１） セミナー聴講 （※２） 

   来場する  ・ 来場しない 聴講する  ・ 聴講しない 

 来場する  ・ 来場しない 聴講する  ・ 聴講しない 

 来場する  ・ 来場しない 聴講する  ・ 聴講しない 

▼FAXにてお申込みください▼  

 （商談会前日開催企画 ： 聴講無料・定員１００名）  

◆ 需要は個がつくる！「他社には聞けない“売れる”商品開発のヒント」 ◆  
   講 師 ：株式会社 カタログハウス 開発部 執行役員 吉川 美樹 氏 

           １３０万部の読者を誇る「通販生活」において、数多くのヒット商品を世に送り出した 

    ヒットメーカーが語る！消費者ニーズ発掘から商品開発・販売手法まで、“売れる商品”  

    作りのヒントを解説します！ 

◆ 成長への道しるべ！「食品製造業が持続的成長を続けるために 
                      “これから３年で取り組むべきこと”」 ◆  

           講 師 ：株式会社 船井総合研究所 フードビジネス支援部  グループマネージャー 
         上席コンサルタント 花岡 良輔 氏 

     食品業界が抱える課題を解決し成長トレンドへ！“生産性向上”、“付加価値向上”、 

     “持続的成長”をキーワードに２０２０年以降に向けた取組事例を解説します！ 

◆ デザインとブランディングで変える！「これからの新しい食と農の形とは？」  ◆  
      講 師 ：株式会社 ファームステッド 代表取締役 長岡 淳一 氏 

      デザインをキーワードに商材のブランド化、アピール力強化を行い、販路開拓の原動力を 

      創り出す! 一次・二次・三次・六次、全ての産業を成長に導く、これからの新しい食と農の 

      形を解説します！ 

平成３０年３月１２日    １３：３０ ～ １６：２０  （受付１３：００ ～） 

名古屋市中小企業振興会館 （７階   メインホール） 
日時 
会場 

【第１部】 
 

１３：３０ 
 

１４：２０ 

【第２部】 
 

１４：３０ 
 

１５：２０ 

【第３部】 
 

１５：３０ 
 

１６：２０ 

月 

聴講無料 

 
 

 

～ 
 

 
 

 

～ 
 

 
 

 

～ 
 


