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名古屋銀行｢食｣と｢農｣の次世代ビジネス商談会

名古屋銀行 ｢食｣と｢農｣の
次世代ビジネス商談会

《当日はセミナーも同時開催 ： 入場無料・定員８０名》

名古屋銀行
「食」
と｢農」の次世代ビジネス商談会セミナー
12：30 受付開始
13：30 開会挨拶

「食」
と
「農」
に関わる地元事業者様の販路拡大および

13：35 『農商工連携の制度について』
（15分）
講師：経済産業省中部経済産業局

1次生産者様の生産性向上の応援をテーマとした

内容：地域経済活性化のため、農林漁業者と中小企業が産業の壁を超えて有機的に連携する

商談会・セミナーを開催いたします。

取組みを支援する農商工等連携促進法の制度等を分かりやすく説明いたします。
13：50 『今後の農業の方向性について 〜経営者として押さえるべきポイント〜 』
（45分）

来場者およびセミナー
参加者募集のご案内

入／場／無／料

６9社の企業・団体が出展しますので、是非、
ご参加ください。

講師：株式会社 名南経営
内容：農業のコンサルタントとして第一線で活躍されている伊藤 淳先生を講師に迎え、
日本における農業の現状、
並びに農業の最近の動向を押さえた上での、
これからの
農業経営に求められる取組み方針と押さえておくべきポイントについて解説いたします。

日時 内容

● 展 示 会（任意商談会）13：00〜16：00
● セ ミ ナ ー（予約制）
13：30〜15：35
● 個別商談会
（事前登録制）13：30〜16：00

14：35 休憩（10分）
14：45 『豊かな食の未来にＩＣＴで貢献 〜食・農分野への取組み〜 （
』45分）
講師：富士通 株式会社

※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。
※来場申込、
並びにセミナー開催内容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。

内容：我が国の
「食・農」
が抱える課題に対して、
クラウドやユビキタスフロントなどのＩＣＴを活用した
新たな農業経営モデルと、
食のバリューチェーン確立への取組み事例を紹介いたします。
会

場

アイリス愛知

新御園橋

丸の内
①出口

TEL 052-223-3751

貴社名

業種
後

援

（五十音順）

ご参加者名

「食」
と
「農」の関連事業者さま

名古屋銀行取引店
若しくはご案内機関

※一般個人の来場者はお断りします。

◆お問合せ先…名古屋銀行 営業統括部 営業サポートグループ

成長分野担当 TEL052-962-6994・052-962-4485

◆申込締切日…平成25年 2 月 28 日（木）
本申込書にご記入頂きました個人情報は、商談会・セミナーの運営管理、及び株式会社名古屋銀行の利用目的の範囲内で利用させて
いただき第三者に提供することはありません。個人情報の取り扱い・利用目的の詳細は http://www.meigin.com/ をご覧ください。

桜通本町

22

＊市営地下鉄 丸ノ内駅④番出口より東へ 桜通本町交差点を左折

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、株式会社 日本政策金融公庫 名古屋支店、

申 込
締切日

平成２５年

事務局

名古屋銀行 営業統括部 営業サポートグループ
成長分野担当 TEL 052-962-6994

※セミナーは定員になり次第締め切らせていただきます。お申し込みをお受けできない場合はご連絡いたします。

◆お申込方法…上記申込書に必要事項をご記入のうえ、
ＦＡＸにてお申し込みください。参加票は発行いたしません。
当日は「お名刺」もしくは「本参加申込書」にて受付を致しますので、
ご持参のうえ会場へお越しください。

杉ノ町通本町

丸の内
④出口

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、

2月28日（木）

○セミナー参加希望（ 参加する ・ 参加しない ）※ご希望の方を○で囲んでください。入場無料（定員80名）
※セミナー参加希望欄のご記入が無い場合には、
「参加しない」と判断させて頂きます。

中日
病院

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、富士通 株式会社、

参加者役職

大津橋

桜通
泥江町

学校法人 名城大学、株式会社 名南経営
ご連絡先
（電話）

伏見魚ノ棚

本町通

募 集
対象者

-

本町橋

那古野神社

アイリス愛知

〜〜

〒

日

国際センタービル

ご住所

月

FAX 052-951-6065

※公共交通機関をご利用ください。

丸の内
オフランプ

名古屋駅

お申込日 平成25年

最寄駅：市営地下鉄 丸の内駅
または市役所駅より徒歩8分

▼FAXにてお申し込みください。

愛知
県庁

外堀通り

名古屋市中区丸の内二丁目5番10号

▼来場者およびセミナー申込書

市役所
④出口

〜〜

15：30 名古屋銀行からのご案内
15：35 セミナー終了：商談会会場をご見学ください。

主催：名古屋銀行

平成２５年 ３月７日
（木）受付開始12：30より

名古屋銀行｢食｣と｢農｣の次世代ビジネス商談会

展示会出展企業一覧
【食料品関係等事業者】
※五十音順

【設備関係等事業者】※五十音順

出展番号
No.1 あ

相生ユニビオ 株式会社

http://www.unibio.jp

No.2

株式会社 葵フーズディナーズ

http://www.aoifoods.co.jp

No.3
No.4
No.5
No.6

株式会社
有限会社
飯田農園
有限会社

http://www.aokistore.co.jp
http://environment.juno.bindsite.jp
http://iida-farm.jimdo.com
http://www.itsuhashi.co.jp

い

出展企業名

青木商店
アグリ・サポート
飯田 実
五ツ橋製菓

ホームページまたは所在地

No.7

岩田食品 株式会社

http://www.iwatafoods.co.jp

No.8 え
No.9
No.10 お
No.11

有限会社 えいこく屋
株式会社 エムワイフーズ、株式会社 アトム
太田油脂 株式会社
株式会社 おとうふ工房いしかわ

http://www.eikokuya-tea.co.jp
http://www.atom-corp.co.jp/recipe
http://www.ohtaoilmill.co.jp
http://www.otoufu.co.jp

No.12

尾張製粉 株式会社

http://www.owari-seifun.co.jp

No.13 か

カネハツ食品 株式会社

http://www.kanehatsu.co.jp

No.14 き
No.15
No.16
No.17
No.18 こ
No.19
No.20
No.21 さ
No.22

有限会社 桔梗屋食品
有限会社 木曽岬農業センター
株式会社 金城軒
株式会社 金トビ志賀
恒信物産 株式会社
有限会社 小久井農場
小林クリエイト 株式会社
栄屋乳業 株式会社
佐藤食品工業 株式会社

http://www.kikyoya.biz
http://kisosaki-fc.com
http://www.kinjoken.com
http://www.kintobi.co.jp
名古屋市名東区香流2-402-3
http://kokui-farm.hp4u.jp
http://k-cr.jp
http://www.andeico.co.jp
http://www.sato-foods.co.jp

No.23 す

株式会社 杉田組

http://www.komichi-inabu.jp

No.24 せ
No.25 た
No.26 ち
No.27
No.28

株式会社 千賀屋
ダンフーズ 株式会社
有限会社 知多エッグ
株式会社 知多ピッグ
中央製乳 株式会社

http://www.sengaya.co.jp
http://www.danfoods.co.jp
http://www.chita-egg.co.jp
常滑市久米字荒子20
http://www.chuomilk.co.jp

No.29

中部飼料 株式会社

http://www.chubushiryo.co.jp

No.30 て

天長食品工業 株式会社

http://www.tencho-foods.com

No.31
No.32
No.33
No.34
No.35
No.36
No.37

株式会社 鳥重商店
内藤醸造 株式会社
ナカキ食品 株式会社
名古屋デリカフーズ 株式会社
株式会社 ニッセン
ハクサンインターナショナル 株式会社
株式会社 ハナノキ

http://www.torisige.co.jp
http://www.naitojouzou.com
http://nakakifood.sakura.ne.jp
http://www.delica.co.jp
名古屋市中区錦2-17-28
http://www.hk-int.jp
http://www.hananoki.co.jp

No.38 ひ

株式会社 平松食品

http://www.bisyoku.com

No.39 ほ

有限会社 星野水産

http://hoshino-suisan.com

と
な

に
は

（出展総数69）

No.40 ま
No.41

株式会社 松河屋
株式会社 丸越

http://www.matsukawaya.jp
http://www.marukoshi.co.jp

No.42

マルワ食品 株式会社

http://www.maruwafoods.co.jp

No.43 み

株式会社 三井酢店

http://321su.co.jp

出展品・商談品
清酒：吟醸あいおい・上撰 本醸造あいおい・相生桜本みりん・相生本みりん 他
小さな洋食屋ビーフカレー・マサラビーフカレー・あんかけスパソース・
どて味噌煮・エビのビスク・ソフトミール・宿儺かぼちゃソース 他
おはぎ各種・手作りわらび餅 他
冷凍野菜（ほうれん草・小松菜・むき枝豆等）
日本酒「あぐり」他
ミニトマト
（ｍｉｕトマト）
トマトジュース
（ｍｉｕトマトジュース黄金・赤）他
ういろう 生外郎・羊かん・ゼリー 他
各種ドレッシング（コールスロー・焙煎ごま・サウザンアイランド・柚子みそ）
豆乳マヨ・乾燥商品（しっとりうの花・ひじき煮・金平ごぼう・五目切干大根煮）他
紅茶全般 他
ステーキ宮の「宮のたれ」他
国産焙煎えごまつぶ・えごま油・えごま油ドレッシング 他
豆腐ドーナツ
（バニラ・ココア）
・おからペースト 他
あいりす（愛知県産小麦粉）
・うすずみ（岐阜県産小麦粉）
・パン用強力粉
製菓用薄力粉・尾張手延そうめん・尾張手延ひやむぎ・麺峰 早ゆで手延うどん 他
サラダがあったらシリーズ（シャキシャキこぼうサラダ・マヨわかめサラダ・
ほくほくポテトサラダ・黒ゴマ根菜サラダ）他
茹でうどん・セイロ蒸し焼きそば 他
米（コシヒカリ・あいちのかおり）他
ソフトさきいか いそ浪・つぶ貝わさび・日高昆布 他
金トビひらむぎ・金トビそうめん・金トビ国産きしめん 他
惣菜（ぜんまい・蒟蒻・蓮根・たけのこ）他
コシヒカリ・岡崎黒大豆醤油「いなひめ」
・丹波種黒大豆味噌いなか味噌 他
ツブリナ
（アイスプラント）
・レタス 他
シューアイス各種・プチシュークリーム各種・ミニエクレア各種 他
本格和風だし・緑茶エキスパウダー 他
ハーフジャム 森の小雪（ブルーベリー・ミルク）
ミルクジャム 森の小雪・ブルーベリーゼリー・ブルーベリージャム 他
おせち料理 他
野菜の加工（ペースト・ピューレ・ジャム・ソース・ドレッシング）他
生卵
（鶏卵）他
エコフィードを使用した豚肉 知多ポーク・名古屋ポーク・知多三元豚 他
渥美半島のめろんのあいす
プレミアブリ
（養殖魚）
・いもぶた
（豚肉）
鶏卵（ごまたまご・エグロワイヤル・こだわり卵・名古屋コーチン）他
国産らっきょう・甘らっきょう・福神漬・おろしにんにく・おろししょうが
かつお梅干・しそ梅干・国産千切り紅生姜・国産甘酢生姜 他
楽ちん鶏
純米大吟醸武陵桃源 焼酎乙類25゜
長期熟成麦焼酎眠れる黒猫 他
こんにゃく関連商品 即席こんにゃくスープヌードル・飲むこんにゃくゼリー 他
カット野菜 他
非常食
「お米の国から炊きたてご飯」
「レンジでおこわ」他
フルーツトマト・スイートトマト 他
無洗米・無洗玄米 他
TFいわし甘露煮おりぃぶ油漬・TFさんま甘露煮とまと煮・あさりつくだ煮と
しょうがのごはんじゅれ・篠島しらすつくだ煮と明太子のごはんじゅれ 他
赤シャエビのパテ・スズキのパテ・小魚のスープ
（ブイヤベース風）
メヒカリ ひげ長エビ 真タコの唐揚げ・三河あさりのエスカルゴ風 他
和菓子全般（大福・最中 他）
香味小夜子・美味かキムチ 他
パスタ・トマト缶各種・切り餅各種・ぬか床各種・
水煮大豆・紀州南高梅各種・佃煮黒トレー各種 他
食酢のＯＥＭ製品 他

出展番号

出展企業名

ホームページまたは所在地

出展品・商談品

No.44 え

エスペックミック 株式会社

http://www.especmic.co.jp

植物工場関連
（パネル展示）他

No.45 さ

株式会社 サイエンス・クリエイト

http://www.tsc.co.jp

業務紹介・IGHプロジェクト活動紹介・
食農産業クラスター推進協議会 活動紹介 他

No.46 た

株式会社 大仙

http://www.daisen.co.jp

温室設備（ビニールハウス・ガラス温室）他

No.47

大和ハウス工業 株式会社 名古屋支社

http://www.daiwahouse.co.jp

アグリキューブ
（パネル展示）他

No.48 な

株式会社 南部製作所

http://www.nanbu-s.co.jp

IH（電磁誘導加熱）式業務用温水ヒーター・温風ヒーター 他

No.49 ふ

富士通 株式会社

http://jp.fujitsu.com

農業生産管理クラウド・施設園芸クラウド 他

No.50

フルタ電機 株式会社

http://www.fulta.co.jp

防霜システム・乾燥機器・送風機 他

No.51 ほ

ホシザキ電機 株式会社

http://www.hoshizaki.co.jp

スチームコンベクションオーブン MIC-5TB3 他

出展品・商談品

【地公体等】
※五十音順
出展番号

出展企業名

ホームページまたは所在地

No.52 あ

愛知6次産業サポートセンター
愛知県食品産業協議会

http://www.shoku-aichi.com

6次産業総合化事業の相談 他

No.53 き

錦成ビル 株式会社

http://www.kinsei-bl.co.jp

業務パンフレット 他

No.54 け

経済産業省中部経済産業局

http://www.chubu.meti.go.jp

農商工連携事業に係るＰＲ資料 他

No.55 ち

独立行政法人
中小企業基盤整備機構 中部本部

http://www.smrj.go.jp/chubu

農商工連携事業に係るＰＲ資料
（事例集）他

No.56

一般社団法人 中部産業連盟

http://www.chusanren.or.jp

業務パンフレット 他

No.57 な

名古屋エージェンシー 株式会社

名古屋市中区錦3-12-22

業務パンフレット 他

No.58 に

株式会社 日本政策金融公庫 名古屋支店

http://www.jfc.go.jp

情報誌、業務パンフレット 他

No.59

日本貿易振興機構
（ジェトロ）
名古屋貿易情報センター

http://www.jetro.go.jp

業務パンフレット 他

No.60 の

農林水産省東海農政局

http://www.maﬀ.go.jp/tokai

6次産業総合化事業に係るＰＲ資料 他

No.61 ほ

ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ 株式会社

http://www.pokkasapporo-fb.jp

当日の飲料品のご提供

No.62 み

三井住友海上火災保険 株式会社

http://www.ms-ins.com

食農関連事業者向け
トータルリスクソリューション案内 他

No.63 め

株式会社 メイアン

http://www.meian.co.jp

業務パンフレット 他

No.64

学校法人 名城大学

http://www.meijo-u.ac.jp

産学連携事例・食農系研究成果資料 他

No.65

株式会社 名南経営

http://www.meinan.net

農業コンサルティング 業務パンフレット 他

【名古屋銀行・関連会社】
出展番号

出展企業名

ホームページまたは所在地

出展品・商談品

No.66

株式会社 名古屋銀行

http://www.meigin.com

業務パンフレット 他

No.67

株式会社 名古屋リース

http://www.nagoyalease.co.jp

業務パンフレット 他

No.68

株式会社 名古屋カード

http://www.nagoya-card.co.jp

業務パンフレット 他

No.69

株式会社 名古屋エム・シーカード

http://www.nagoyamccard.co.jp

業務パンフレット 他

