
平成 28 年 6 月 20 日 
 

 

第 1 回 ビジネス商談会「名銀ジョイント」の開催について 

～サービスエリアとジョイント～ 

名古屋銀行（頭取 中村 昌弘）は、“第 1 回 ビジネス商談会「名銀ジョイント」～サービス

エリアとジョイント～”を下記の通り開催いたしますのでお知らせします。 

当商談会は、中日本高速道路株式会社とのタイアップにより行われるもので、東海三県のサ

ービスエリア及びパーキングエリア等の運営事業者14社を招聘、18のバイヤーブースに対し、

逆見本市形式での開催となります。 

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方針です。 

 

記 

 

タイトル 第 1 回 ビジネス商談会「名銀ジョイント」 

～サービスエリアとジョイント～ 

形  式 逆見本市商談会 

会  場 当行本店 9 階ホール （名古屋市中区錦三丁目 19 番 17 号） 

開 催 日 平成 28 年 9 月 9 日（金） 10：00～17：00 

後  援 

 

名古屋商工会議所、中小機構中部本部、中部経済連合会、中部産業連盟、 

中日本高速道路㈱、中日本エクシス㈱  

参  加 

 バイヤー 

中日本高速道路㈱、中日本エクシス㈱、ＮＥＸＣＯ中日本開発㈱、中日本

ハイウェイ・リテール名古屋㈱、㈱名鉄レストラン、三岐鉄道㈱、㈱安全、

㈱ＫＲフードサービス、㈱名古屋食糧、恵那高原開発㈱、信南サービス㈱、

日本観光開発㈱、大和書店㈱、三重県観光開発㈱            

（以上 14 社、全 18 ブース） 

開催時間 10：00～17：00 

商談時間 1 商談 25 分          

商 談 数 

 

商談のお申込みは 3 ブースまでとします。 

各ブース 12 社を上限とし受付けます。 

参加費用 無 料 

 

以 上 

 
 

      
      



※一部内容が変更となる場合がございます。
□商談会参加までの流れ、

留意点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」
～サービスエリアとジョイント～

日時 平成28年9月9日（金） 10：00～17：00

会場 名古屋銀行 本店9Ｆホール （名古屋市中区錦3丁目19番17号）

主催 名古屋銀行
後援 名古屋商工会議所 中小機構中部本部 中部経済連合会 中部産業連盟

（予定） 中日本高速道路㈱ 中日本エクシス㈱

サプライヤー企業を募集します！！

商談数 各ブース：12社を上限
※3ブースまで商談申込みが可能です。

商談時間 25分
費用 無料
申込締切 平成28年7月15日（金）

今や観光スポットになっている、人気サービスエリアの
運営事業者を招聘致しました！
是非貴社自慢の商品をご提案ください！！

商談品目は食品（※）・非食品のいずれでも構
いません。
※飲食店及びフードコート向けの食材は対象外となります。

注意：商談申込多数の場合、運営事業者と相談の上、商談サプ
ライヤーを選定させていただきます。予めご了承ください。

ＳＡ/ＰＡ 上・下 市町村 運営事業者

守山ＰＡ
東郷ＰＡ
美合ＰＡ

上下線
上下線
上り線

名古屋市
日進市
岡崎市

中日本ハイウェイ・リテール名古屋㈱

上郷ＳＡ 上り線 豊田市 ㈱名鉄レストラン

上郷ＳＡ 下り線 豊田市 三岐鉄道㈱

岡崎ＳＡ 集約 岡崎市 ㈱名鉄レストラン

長篠設楽原ＰＡ 上り線 新城市 ㈱安全

長篠設楽原ＰＡ 下り線 新城市 ㈱ＫＲフードサービス

尾張一宮ＰＡ 下り線 一宮市 ㈱名古屋食糧

恵那峡ＳＡ 上り線 恵那市 恵那高原開発㈱

関ＳＡ 上り線 関市 ㈱ＫＲフードサービス

長良川ＳＡ 下り線 関市 信南サービス㈱

テラスゲート土岐 - 土岐市 ＮＥＸＣＯ中日本開発㈱

養老ＳＡ 上り線 養老町 日本観光開発㈱

養老ＳＡ 下り線 養老町 ㈱名鉄レストラン

御在所ＳＡ 上り線 四日市市 ㈱安全

御在所ＳＡ 上り線 四日市市 大和書店㈱

御在所ＳＡ 下り線 四日市市 三岐鉄道㈱

安濃ＳＡ 上り線 津市 三重県観光開発㈱

出店相談 - - 中日本高速道路㈱・中日本エクシス㈱

商談参加バイヤー

催事出店（テント・移
動販売車）及びテナ
ント出店のご相談を
お受け致します！！

※ＳＡ/ＰＡ内で、生産者様
ご自身での催事販売等、
是非ご相談ください。

バイヤーからの
メッセージ

• ＮＥＸＣＯ中日本管内
のＳＡ/ＰＡ各店舗では、
随時商品の入替えが行
われております。

• 地域資源を活用した
「売れる中部みやげ」を
是非ご提案ください。

• なお、ＳＡ/ＰＡの店舗
によりターゲットとなる顧
客が異なりますので、別
紙「ＳＡ/ＰＡ運営事業
者の希望とりまとめ」を
ご参照ください。

• 別紙「ＮＥＸＣＯ中日本
ＳＡ・ＰＡ等の概要」及
び裏面「商談会参加の
留意点」は必ずご一読
ください。

多数のご参加お待ちし
ております！！



参加申込から商談会当日までの流れ

申込企業

（サプライヤー）

①「参加申込シート」及び
「商談品明細」をご記入の
上、「商品パンフレット」を添
付し、ご提出ください。

⑤商談の時間割をご確認く
ださい。

名古屋銀行

（事務局）

②申込内容を確認後、バ
イヤーに申込内容を送付。

④バイヤーからの通知を受
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。

買い手企業

（バイヤー）

③申込内容を確認後、商
談先を選定し、事務局へ
通知。

※お願い
①商談時間割決定以降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（調理行為・物販行為はできません）。
④商談会用駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。
⑤天候等の諸事情により商談会を中止する場合がございます。予めご了承ください。

■お問合わせ先 ※参加申込は最寄りの支店にお問い合わせください。

株式会社名古屋銀行 法人営業部 法人コンサルティンググループ
ＴＥＬ：052-962-6994

商談会参加の留意点

Ⅰ．別紙「ＳＡ/ＰＡ運営事業者の希望とりまとめ」をお読みいただき、各バイヤーの状況を十分にご検討ください。
Ⅱ．売り込み先のＳＡ/ＰＡの立地条件、来客特性を把握し、どのＳＡ/ＰＡに商品を売り込むのが適当か十分検討してください。

また上り・下りで顧客の消費性向が異なることもご考慮ください。
Ⅲ．商品開発のポイントに加え、お客様視点と販売者視点の両方のセールスポイントをご説明ください。
Ⅳ．商品の特徴及び製造工程をご説明ください。
Ⅴ．非日常感・特別な旅行であることを演出できるようなパッケージング等、それぞれのＳＡ/ＰＡのオリジナル感のある商品

デザインをお願い致します。
Ⅵ．ＳＡ/ＰＡの陳列棚のどの部分に、どのように陳列してもらいたいかをご説明ください。また既存の商品と比較した貴社の商

品のアドバンテージをご説明ください。
Ⅶ．ＳＡ/ＰＡを訪れるお客様に、ＳＡ/ＰＡの販売員がどのように貴社の商品を売り込めばよいかご提案ください。
Ⅷ．ＳＡ/ＰＡへの貴社からの商品搬入の仕方についてご説明ください。
Ⅸ．ＮＥＸＣＯ中日本管内のＳＡ/ＰＡにおいて、店頭で商品のご説明をしながら販売していただくことも想定しています。

注意事項/●商談希望多数の場合、運営事業者と相談の上、商談サプライヤーを選定させていただきます。予めご了承ください。●申込
内容はバイヤー企業に事前に提供致します。不明な点等について、担当者・事務局またはバイヤー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ので、予めご了承ください。
●会場内外を問わず、調理行為、危険物の持込み、物販行為は固くお断り致します。●本商談会を契機に発生したトラブル・損害につい
て、当行は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。●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、当
行の広報活動に使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。●バイヤーの都合により参加を取りやめる場合がありますの
で、予めご了承ください。●商談会終了後、定期的なアンケートへのご協力をお願い致します。

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。

※出店相談ブースにて、催事出店（テント・移動販売車）
及びテナント出店のご相談をお受け致します。


