
平成 30 年 6 月 15 日 
 

 

第 23・24 回 ビジネス商談会「名銀ジョイント」を開催します！ 

～JALUX とジョイント～ 

名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、“第 23・24 回 ビジネス商談会「名銀ジョイント」～JALUX
とジョイント～”を、下記の通り開催いたしますのでお知らせします。 

今回は、株式会社 JALUX をバイヤーとして招聘し、加工飲食品を供給できるサプライヤー

企業を対象に逆見本市形式での商談会となります。 
なお、“ビジネス商談会「名銀ジョイント」”は今後も定期的に開催する予定です。 

記 

タイトル 

① 第 23 回 ビジネス商談会「名銀ジョイント」 
～JALUX（カタログ・通販）とジョイント～ 

② 第 24 回 ビジネス商談会「名銀ジョイント」 
～JALUX（ギフト）とジョイント～ 

主 催 名古屋銀行 
形 式 逆見本市商談会 
会 場 名古屋銀行ハートフルプラザ （大名古屋ビルヂング 16 階） 
開 催 日  平成 30 年 9 月 14 日（金）  
開催時間 10:00 ~ 17:00（① ② 同時開催） 

バイヤー 
① 株式会社 JALUX ダイレクトマーケティング部（カタログ・通販） 
② 株式会社 JALUX 食品流通部（ギフト） 

商談時間 ① ②とも 1 商談 25 分          
商 談 数  ① ②とも 12 社を上限 

商談対象 

① 通信販売カタログ「グルメ・ファーストクラス（※）」に掲載する加工飲食品 
※「グルメ・ファーストクラス」は、JAL 機内販売カタログ「JAL SHOP」等で購入された方 

向けに、ダイレクトメールで定期的に送られる飲食品に特化した通信販売カタログです。 

② 大手百貨店・量販店・コンビニエンスストア等向けの、お中元・お歳暮等

ギフト用生鮮・加工飲食品（生鮮は野菜を除く） 

参加費用 ① ②とも 10,800 円（税込） 
 

以 上 

 
 

      
                     



□商談会参加までの流れは、裏面をご参照ください。 

ビジネス商談会「名銀ジョイント」  

～ＪＡＬＵＸ（カタログ・通販）とジョイント～ 

日時：平成30年9月14日（金） 10：00～17：00  
 

会場：名古屋銀行 ハートフルプラザ  
     名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング16階 

     TEL：052-562-0758                      

サプライヤー企業を募集します！  
募集企業数   ：12社  
商談時間     ：1社あたり25分程度  
参加費      ：10,800円（税込）  
お申込締切：平成30年7月20日（金） 

ご注意：バイヤー企業の希望分野と合致しない場合は、事前にお断りすることがございます。また、参加お申込み多数の場合は、 
           バイヤー企業と相談の上、商談先を選定させていただきます。ご了承願います。 

商談バイヤー ： 株式会社ＪＡＬＵＸ ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 （カタログ・通販） 

バイヤーのニーズ 
 
安全安心はもとより、上質でこだわりの商品や、
地域性がある食材（地元産の原材料、伝統
的に食されてきたものなどストーリー性のある商
品）を使用した加工飲食品。  
• 製造に係る品質管理ができている。 
• PL保険に加入している。 
• 指定包装紙、熨斗対応や挨拶状同梱

による産地直送ができる。 
• 配送に耐えうる化粧箱など資材がしっかり

している。 

 

商談対象 
 
通信販売カタログ「グルメ・ファースト
クラス」に掲載する、加工飲食品 
 
※「グルメ・ファーストクラス」は、ＪＡＬ機内販売 
  カタログ「ＪＡＬ ＳＨＯＰ」等で購入された方  
   向けに、ダイレクトメールで定期的に送られる   
   飲食品に特化した、通信販売カタログです。 
 
フルーツ、蓄産加工品、水産加工品、
和洋菓子、和洋中総菜 等   
お客さまがご自身で召し上がる「自家需
要」及び先様へ贈答としても使えるもの 

 
   
 
 
 
 
1962年の創立以来、航空・空港周辺
事業で培った専門性やノウハウ、事業品
質等を通じて、航空関連事業を基軸と
した幅広い事業領域で多彩なビジネス
を展開しております。 
 
ダイレクトマーケティング部では、各種通
販事業を展開しておりますが、その中で
も「グルメ・ファーストクラス」という飲食品
に特化したカタログを、年8回発行してお
ります。 

 
 
 

 
 

 



申込企業 

（サプライヤー） 

①「参加申込シート」及び

「紹介シート」をご記入の上、

「パンフレット」と一緒に 

名古屋銀行の担当者へ 

提出。 

⑤商談の時間割を確認。 

名古屋銀行 

（事務局） 

②申込内容を確認後、

商談企業に申込内容を

送付。 

④商談企業からの通知

を受け、商談の時間割を

確定。 

申込企業に商談可否結

果と商談時間を連絡。 

株式会社ＪＡＬＵＸ 

（商談企業） 

③商談対象の 

商品であるかを確認し、 

商談の可否を検討の上、

名古屋銀行（事務局）

へ通知。 

⑥商談を実施。＜1商談25分＞  

※当日は商談開始時刻の15分前までに会場にお越しください。 

参加お申込みから商談会当日までの流れ 

※お願い 
①商談時間割決定後のキャンセルはご遠慮ください。 
②当日は開始15分前までに必ずお越しください。遅刻・キャンセルは無いようにお願いします。 
③商談時には、会社概要、商品カタログ、サンプル等をお持ちください（物販行為はできません）。 
④契約駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。 
⑤天候・商談企業等の諸事情により商談会を中止する場合がございます。 

■お問合せ先  ※参加お申込みおよび詳細は、お近くの名古屋銀行各店舗にお問合せください。 

  名古屋銀行 法人営業部 法人コンサルティンググループ  

    ＴＥＬ：052-962-6994 

注意事項/●商談企業の希望商品以外のご商談はお断りさせていただくことがあります。●お申込み内容は商談企業に事前に提供します。 
不明な点等について、担当者・事務局または商談企業から問合せする場合がありますので、ご対応願います。●本商談会はビジネスチャンスの
場を提供するもので、取引を保証するものではありません。●会場内外を問わず、調理行為、危険物の持ち込み、物販行為は固くお断りしま
す。●本商談会を契機に発生したトラブル・損害について、一切責任を負いかねます。●商談会当日は、商談の様子をカメラ・ビデオで撮影 
させていただき、名古屋銀行の広報活動に使用させていただく場合があります。●商談企業の都合により、商談会を中止する場合があります。 
●一部内容が変更となる場合がございます。●参加費は、名古屋銀行にお支払いただきます。●同時開催～JALUX（ギフト）とジョイント～
にお申込みの場合、別途参加費10,800円（税込）が必要となります。 



□商談会参加までの流れは、裏面をご参照ください。 

ビジネス商談会「名銀ジョイント」  

～ＪＡＬＵＸ（ギフト）とジョイント～ 

日時：平成30年9月14日（金） 10：00～17：00  
 

会場：名古屋銀行 ハートフルプラザ  
     名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング16階 

     TEL：052-562-0758                      

サプライヤー企業を募集します！  
募集企業数   ：12社  
商談時間     ：1社あたり  25分程度  
参加費      ：10,800円（税込）  
お申込締切：平成30年7月20日（金） 

ご注意：バイヤー企業の希望分野と合致しない場合は、事前にお断りすることがございます。また、参加お申込み多数の場合は、 
           バイヤー企業と相談の上、商談先を選定させていただきます。ご了承願います。 

商談バイヤー ： 株式会社ＪＡＬＵＸ 食品流通部 （ギフト） 

商談対象 
 
大手百貨店、量販店、コンビニエン
スストア等向けに、 
中元・歳暮・バレンタイン・母父他ギ
フト商品に使用する、加工飲食品 
 
フルーツ、蓄産加工品、水産加工品、
和洋菓子、和洋中総菜 等 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
1962年の創立以来、航空・空港周辺
事業で培った専門性やノウハウ、事業品
質等を通じて、航空関連事業を基軸と
した幅広い事業領域で多彩なビジネス
を展開しております。 
 
流通販売部では、大手百貨店、量販
店、コンビニエンスストア等向けに中元・
歳暮、バレンタイン、母父他ギフト商品
の企画・開発、卸売り事業を展開してお
ります。 

バイヤーのニーズ 
 
安全安心はもとより、上質でこだわりの商
品や、地域性がある食材（地元産の原材
料、伝統的に食されてきたものなどストー
リー性のある商品）を使用した加工飲食
品。 
  
• 製造に係る品質管理ができている。 
• PL保険に加入している。 
• 指定包装紙、熨斗対応や挨拶状同

梱による産地直送ができる。 
• 配送に耐えうる化粧箱など資材がしっ

かりしている。 

 



申込企業 

（サプライヤー） 

①「参加申込シート」及び

「紹介シート」をご記入の上、

「パンフレット」と一緒に 

名古屋銀行の担当者へ 

提出。 

⑤商談の時間割を確認。 

名古屋銀行 

（事務局） 

②申込内容を確認後、

商談企業に申込内容を

送付。 

④商談企業からの通知

を受け、商談の時間割を

確定。 

申込企業に商談可否結

果と商談時間を連絡。 

株式会社ＪＡＬＵＸ 

（商談企業） 

③商談対象の 

商品であるかを確認し、 

商談の可否を検討の上、

名古屋銀行（事務局）

へ通知。 

⑥商談を実施。＜1商談25分＞  

※当日は商談開始時刻の15分前までに会場にお越しください。 

参加お申込みから商談会当日までの流れ 

※お願い 
①商談時間割決定後のキャンセルはご遠慮ください。 
②当日は開始15分前までに必ずお越しください。遅刻・キャンセルは無いようにお願いします。 
③商談時には、会社概要、商品カタログ、サンプル等をお持ちください（物販行為はできません）。 
④契約駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。 
⑤天候・商談企業等の諸事情により商談会を中止する場合がございます。 

■お問合せ先  ※参加お申込みおよび詳細は、お近くの名古屋銀行各店舗にお問合せください。 

  名古屋銀行 法人営業部 法人コンサルティンググループ  

    ＴＥＬ：052-962-6994 

注意事項/●商談企業の希望商品以外のご商談はお断りさせていただくことがあります。●お申込み内容は商談企業に事前に提供します。 
不明な点等について、担当者・事務局または商談企業から問合せする場合がありますので、ご対応願います。●本商談会はビジネスチャンスの
場を提供するもので、取引を保証するものではありません。●会場内外を問わず、調理行為、危険物の持ち込み、物販行為は固くお断りしま
す。●本商談会を契機に発生したトラブル・損害について、一切責任を負いかねます。●商談会当日は、商談の様子をカメラ・ビデオで撮影 
させていただき、名古屋銀行の広報活動に使用させていただく場合があります。●商談企業の都合により、商談会を中止する場合があります。 
●一部内容が変更となる場合がございます。●参加手数料は、名古屋銀行にお支払いただきます。●同時開催～JALUX（カタログ・通販）
とジョイント～にお申込みの場合、別途参加費10,800円（税込）が必要となります。 


