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お申込日　平成26年　　月　　 日

ご住所 〒　　　-

ご連絡先 （電話）

貴社名 業種

役職参加者名

FAX.052-951-6065

◆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」にて受付をいたしますので、ご持参のうえ会場へお越しください。　
◆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26年3月6日（木）

▼展示商談会参加申込書 ▼FAXにてお申し込みください。

役職参加者名

名古屋銀行取引店
若しくはご案内機関

「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を開催いたします。
88社の企業・団体が参加しますので、是非、ご来場ください。

平成２６年 ３月１３日（木）日時 内容

会　場

事務局

後　援
（五十音順）

募　集
対象者

（最寄駅）市営地下鉄日比野駅又は
　　　　西高蔵駅より徒歩約5分

駐車場：有料駐車場完備（1日1回700円）

「食」と「農」の関連事業者さま

申　込
締切日 平成２６年 3月6日（木）

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 

※展示商談会への来場申込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　　13：00～16：00　　　　
● 個別商談会（事前登録制）　13：00～16：00

受付開始12：30より

名古屋国際会議場 白鳥ホール
名古屋市熱田区熱田西町1番1号

※公共交通機関をご利用ください。

※一般個人の来場者はお断りします。

愛知県、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、株式会社 日本政策金融公庫 名古屋支店、
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

展示商談会への
来場者募集のご案内

入／場／無／料

第2回第第第2222第2回

主催：名古屋銀行

本申込書にご記入頂きました個人情報は、商談会の運営管理、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。
個人情報の取扱い・利用目的の詳細は http://www.meigin.com/ をご覧ください。

名古屋銀行 ｢食｣と｢農｣の
次世代ビジネス商談会

22第第第22回回

名古屋銀行 ｢食｣と｢農｣の
次世代ビジネス商談会

会社 日本政策金融公庫 名古屋支店、
東海農政局

第1回開催の様子

西高蔵
②出口
西高蔵
②出口

日比野
①出口
日比野
①出口

名古屋市中央
卸売市場本場
名古屋市中央
卸売市場本場

一番一丁目 白鳥橋西

名古屋国際
会議場北

名古屋
学院大学
名古屋
学院大学 19

1

熱田神宮南

熱田公園熱田公園

白鳥庭園白鳥庭園

名古屋国際会議場

名
古
屋
高
速
４
号
東
海
線

日比野

六番一丁目

【設備関係等事業者】※50音順
株式会社 サイエンス・クリエイト
株式会社 大仙
株式会社 南部製作所
フルタ電機 株式会社
ホシザキ東海株式会社

http://www.tsc.co.jp
http://www.daisen.co.jp
http://www.nanbu-s.co.jp
http://www.fulta.co.jp
http://www.hoshizaki-tokai.co.jp/

業務パンフレット 他
業務パンフレット 他
業務パンフレット 他
業務パンフレット 他
業務パンフレット 他

ホームページ 展示品

【地公体等】※50音順 ホームページ 展示品

経済産業省中部経済産業局

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
農林水産省東海農政局

株式会社 名南経営コンサルティング

愛知県6次産業化サポートセンター
愛知県食品産業協議会

独立行政法人　
中小企業基盤整備機構 中部本部

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

http://www.chusanren.or.jp
http://www.jfc.go.jp
http://www.maff.go.jp/tokai

http://www.meinan-mc.com/

農商工連携事業に係るＰＲ資料 他

業務パンフレット 他
情報誌、業務パンフレット 他
6次産業総合化事業に係るＰＲ資料 他

業務パンフレット 他

三井住友海上火災保険 株式会社
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

http://www.shoku-aichi.com

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

http://www.ms-ins.com

業務パンフレット 他

農商工連携事業に係るＰＲ資料（事例集） 他

【名古屋銀行・連結子会社】
株式会社 名古屋銀行
株式会社 名古屋リース
株式会社 名古屋カード
株式会社 名古屋エム・シーカード

http://www.meigin.com
http://www.nagoyalease.co.jp
http://www.nagoya-card.co.jp
http://www.nagoyamccard.co.jp

業務パンフレット 他
業務パンフレット 他
業務パンフレット 他
業務パンフレット 他

ホームページ 展示品

【名古屋銀行 親密会社】
錦成ビル 株式会社
株式会社 メイアン
名古屋エージェンシー 株式会社

http://www.kinsei-bl.co.jp
http://www.meian.co.jp
名古屋市中区錦3-12-22

業務パンフレット 他
業務パンフレット 他
業務パンフレット 他

ホームページまたは所在地 展示品

株式会社 アイ・エム・コーポレーション／株式会社 秋田屋／株式会社 アトム／株式会社 アン・フーズみつる園／株式会社 イト商／株式会社 上野忠／株式会社 魚忠／株式会社 
エディオック／岡本食品 株式会社／奥村 株式会社／カネハツ食品 株式会社／株式会社 かぶらやグループ／株式会社 ＣＲＥＡＦＥ／桂新堂 株式会社／株式会社 宏和商会／株
式会社 コスギ／株式会社 コンパル／株式会社 サガミフード／佐藤食品工業 株式会社／サンタトレーディング 有限会社／株式会社 Ｊ＆Ｃ／株式会社 清水屋／ジョイント・クック 
有限会社／株式会社 昭和／昭和酒類販売 株式会社／有限会社 しら河／杉本食肉産業 株式会社／有限会社 すしやのてっちゃん／株式会社 スーパーヤマダイ／セキセー 株式
会社／ティーエムジーインターナショナル 株式会社／東京第一ホテル錦／株式会社 トーカン／株式会社 ドミー／株式会社 トモ／日本ゼネラル物産 株式会社／株式会社 ニュー
ライフフジ／株式会社 ぴざどき／株式会社 風来坊 錦店／ホテーフーヅ 株式会社／マックスバリュ中部 株式会社／ママ食材 有限会社／株式会社 マリノ／株式会社 丸栄／有限
会社 ミック・ジャパン／株式会社 ヤマナカ／株式会社 山彦／ユニーグループホールディングス 株式会社

協 力 企 業

主な個別商談会参加バイヤー企業 ※50音順



   名古屋銀行｢食｣と｢農｣の次世代ビジネス商談会
展示商談会出展企業一覧   （出展総数68）

第2回第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第222222222222222222222222第2回

※50音順出展番号 出展企業名 ホームページまたは所在地 主な展示品・商談品（予定）

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

No.19

No.20

No.21

No.22

No.23

No.24

No.25

No.26

No.27

No.28

No.29

No.30

No.31

No.33

No.35

あ

い

え

お

か

き

こ

さ

し

す

せ

相生ユニビオ 株式会社

愛知水産 株式会社

株式会社 愛農流通センター

株式会社 葵フーズディナーズ

有限会社 アグリ：サポート

株式会社 荒木海苔店

飯田農園

泉万醸造 株式会社

有限会社 五ツ橋製菓

株式会社 井村食品

株式会社 エムワイフーズ

株式会社 遠州屋

太田油脂 株式会社

有限会社 大原製菓原料

岡田屋製菓 株式会社

岡本食品 株式会社

株式会社 おとうふ工房いしかわ

音代漁業 株式会社

カネハツ食品 株式会社

株式会社 かわばた

株式会社 金城軒

株式会社 金トビ志賀

小島食品製造 株式会社

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

サワイリ食品 株式会社

サンクストラスト株式会社

株式会社 ジーアイビー

清水食品 株式会社

杉本食肉産業 株式会社

株式会社 千賀屋

株式会社 タクセイ

http://www.unibio.jp

名古屋市熱田区川並町2-22

http://www.ainou-c.co.jp/

http://www.aoi-foods.com/

愛知県海部郡飛島村元起二丁目116番地

http://www.arakinoriten.com

http://www.iida-farm.jp

http://www.izuman.jp

http://www.itsuhashi.co.jp/

http://www.hitosuji.jp

栃木県河内郡上三川町多功南原2568-3

http://enshuya.jp/

http://www.ohtaoilmill.co.jp

名古屋市昭和区宮東町304-2

http://www.katch.ne.jp/̃okadaya-e/

http://www.ok-brand.co.jp

http://www.otoufu.co.jp

http://www.otoshiro.com/

http://www.kanehatsu.co.jp

http://www.ekisu.com

http://www.kinjoken.com

http://www.kintobi.com

http://www.kozima.co.jp/

http://k-cr.jp

http://www.andeico.co.jp

http://www.sato-foods.co.jp

http://www.sawairi.jp

http://www.thanks-t.jp

http://www.gib-web.jp

http://www.shimizu-f.co.jp

http://www.oniku-sugimoto.com

http://www.sengaya.co.jp

http://www.takusei.net

本みりん・焼酎・みりん粕 (食品)

こんぶ・かつおぶし・にぼし・干ししいたけ

カレールゥ・蒸し大豆・マヨネーズ・カステラ・きな粉

パスタソース・カレー・レトルトごはん・スープ

米・生野菜・冷凍野菜・日本酒

青さ・ヤキバラ・のり子さん各5種・ぶっかけのりちゃん

miu トマト・miu トマトジュース・トマトビネガードリンク・トマトパウダー

ぜんざい・おはぎ風ぜんざい・ドレッシング・たれ、ソース

わらび外郎・五条ういろう

スモークレバー・スモークハツ・乾塩ハラミベーコン・荒挽きポークフランク

宮のたれ

和半生菓子・洋焼菓子・和乾菓子

菜種油・えごま油・アレルゲン対応お菓子

ヒカルゲン（健康食品）

えびせんべい・いかせんべい・野菜せんべい各種

野菜加工品・果物加工品

大豆飲料・おからペースト・とりめしの素・とうふドーナツ・きらず揚げ

音代丸の鰹タタキ・音代丸の鰹スキンレスロイン・音代丸の鰹めし・音代丸のツナ・音代丸のツナ 3ＳＰ

健者のおすゝ めシリーズ・おもてなしシリーズ・サラダがあったら！シリーズ・磯のうたげシリーズ・サラダに！まめシリーズ

ごぼう茶・しじみエキス

つぶ貝わさび・焼きえいひれ・あなご直火焼・やわらかいわし小判・ちぎって食べる北海焼きイカ・海藻トロッとスープ

きしめん・うどん・小麦粉

ジャム・ソース

リーフレタス・ツブリナ

シューアイス・冷凍シュー・ワッフル・プリン

茶エキス粉末・天然調味料（粉・液）・果物パウダー・粉末酒

マグロギフトセット・マグロ紅白漬・まぐろ尾の身の竜田揚げ・マグロハンバーグ

焼き菓子・防災食（フリーズドライ商品）・フリーズドライ食品

除菌、抗菌ホタテ溶液・防災パン・岩塩・丹波篠山お米

レンコン・レンコン加工原料・レンコンチップ・レンコンみそ漬  

精肉・ハム・ソーセージ・ハンバーグ・ローストビーフ 

おせち

しらすふりかけ・とろけるきな粉・胡麻ペースト・ギフト

※50音順出展番号 出展企業名 ホームページまたは所在地 主な展示品・商談品（予定）

No.37

No.38

No.39

No.41

No.42

No.43

No.44

No.45

No.46

No.47

No.48

No.49

No.50

No.51

No.52

No.53

No.54

No.55

No.56

No.57

No.59

No.60

No.61

No.62

No.63

No.64

No.65

No.66

No.67

No.68

ち

て

と

な

に

は

ひ

ふ

ま

も

や

ゆ

わ

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

ティーエムジーインターナショナル 株式会社

株式会社 寺部食品

天長食品工業 株式会社

株式会社 鳥重商店

中川醸造 株式会社

有限会社 中六

株式会社 なごやきしめん亭

株式会社 名古屋大鰹

名古屋デリカフーズ 株式会社

日本バイオコン 株式会社

日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター

株式会社 パートナーズ

株式会社 ハナノキ

株式会社 林本店

株式会社 平松食品

株式会社 フレイバーユージ

株式会社 プロセスセンター

香港貿易発展局

株式会社 松河屋

有限会社 丸栄商店

株式会社 丸加醸造場

株式会社 丸越

丸トポートリー食品 株式会社

有限会社 餅市商店

山眞産業 株式会社

株式会社 ユーエイエム

ワインブティック・ラ・ターシュ

http://www.chita-egg.co.jp

愛知県常滑市久米字荒子20

http://www.chuomilk.co.jp

http://ｗｗｗ.themeatguy.jp

http://www.terabe.net/

http://www.tencho-foods.com

http://www.torisige.co.jp

http://www.nakagawa-tamari.com/

http://www.nakaroku.com

http://www.kishimentei.com

愛知県大府市北崎町清水ヶ根106-5

http://www.delica.co.jp

http://www.biocon.co.jp

http://www.jetro.go.jp/nagoya

http://www.partnerz.co.jp

http://www.hananoki.co.jp/

http://www.eiichi.co.jp

http://www.bisyoku.com

http://www.flavor.co.jp/

http://www.fusumabakery.com

http://www.hktdc.com/japan

http://www.matsukawaya.jp

http://www.maruei-shouten.com

http://www.marukajozo.com

http://www.marukoshi.co.jp

http://www.maruto-p.co.jp/

名古屋市熱田区川並町2番22号

http://www.yamashin-sangyo.co.jp/

http://www.uam-eat.co.jp/index.html

http://www.wbltj.com/

No.36

No.58

No.40

えびのパテ・スズキのパテ・アナゴのパテ・真ダコのオリーブオイル・
えびのオリーブオイル・イカのオリーブオイル

有限会社 星野水産 http://hoshino-suisan.com/

豚肉・鶏肉・ごまたまご・こだわり卵・名古屋コーチン・
エグロワイヤル・プレミアムブリ・プレミアム鯛

中部飼料 株式会社 http://www.chubushiryo.co.jp

た

ほ

卵・鶏肉

しゃぶしゃぶ・焼肉

どうまい牛乳・渥美半島のメロンゼリー

無添加生ソーセージ・ミートパイ

豆腐・豆腐加工品

しょうが・らっきょう・福神漬・梅干・水煮・ドライフルーツ

鶏肉

たまりしょうゆ

醤油

麺類

鰹節・サバ節・煮干

カット野菜・丸野菜

果汁粉末・コンニャク（粉末・顆粒）・海藻起源カルシウム・ぶどう果皮色素・麦芽エキス

海外との食品輸出入相談

Dr．chocolat 

無洗米・白米・加工玄米

清酒

佃煮

シフォンケーキ

小麦ふすまパン・ふすま入りスープ

香港・中国への食品輸出・進出相談

和菓子

レーズンレパン・抹茶あずきレパン・チェリーレパン・オレンジレパン・帆立しぐれ・もずく

味噌漬・豆味噌・たまり・味噌加工品

浅漬・キムチ・沢庵・梅干・サラダ風浅漬

鶏肉・サラダチキン（加工肉）・五目御飯の素

冷凍寿司ネタ・冷凍食品

桜花・桜葉加工食材・バラの花びら加工食材・柿（甘柿）加工食材・市田柿および加工食材

牛肉・豚肉

ワイン・ヴァンムース・リキュール
No.34 た

No.32

野菜のうらごし品（ペースト品）・野菜のすりつぶし品（ピューレ品）
野菜のエキス品（高濃度品）・野菜のエキス品（低濃度品）

ダンフーズ 株式会社 http://www.danfoods.co.jp

帆立貝ひも志ぐれ・汐吹あさり・ちりめんひじき等（ミニパック）・
ちりめん山椒（ミニパック）・Sweet.Dry.Ginger・牛肉志ぐれ煮

鈴木食品 有限会社 http://www.suzukif.co.jp

根活健康米（有機JAS認定）・根菜類有機野菜（玉ねぎ、ジャガイモ等）・
発酵黒ニンニク・発酵ジャンボ黒ニンニク

農業生産法人
株式会社高島循環農業センター

http://www.takashimabio.com


