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『第２回 あいち・じもと農林漁業成長応援 「食」と「農」の大商談会』 

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 中村 昌弘）は、豊橋信用金庫、瀬戸信用金庫、豊川信用金庫、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「食」と「農」

の大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。加えて、同時開催企画

として、「食」と「農」の関係事業者さまの販路拡大をテーマとしたセミナーを開催すること

により、ビジネスチャンス創出と海外輸出も含めた販路拡大を支援してまいります。 

各共催金融機関は、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。本商談会は昨年 3 月に引き続き 2 回目の開催

となりますが、今後も地域の皆さまのニーズを捉えた情報・サービスの提供を行ってまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



以 上 

 

開 催 名 
『第 2 回 あいち・じもと農林漁業成長応援 「食」と「農」の大商談会』 

～ 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 29 年 3 月 3 日（金） 

 【セレモニー】 9：40～10：00 

【展示商談会】10：00～16：00（受付開始 9：30～） 

【個別商談会】10：00～16：00（受付開始 9：30～） 

平成 29 年 3 月 2 日（木） ※同時開催企画として開催 

 【セ ミ ナ ー】13：00～16：20（受付開始 12：30～） 

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 

豊橋信用金庫、瀬戸信用金庫、豊川信用金庫、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 

愛知県、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 

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 

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 

対 象 「食」と「農」の関係事業者さま 

内

容 

展示 

商談会 

出展企業（203 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（203 社）と個別商談参加バイヤー企業（102 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：「農林漁業・飲食業」業界活性化セミナー≫ 

【第 1 部】 

演題：海外輸出にチャレンジ！『「食」と「農」の輸出“超”入門セミナー』 

講師：日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター 係長 小林 伶 氏

【第 2 部】 

演題：今からでもまだ間に合う！ 

「商談会成功への“3 つのポイント”をお伝えします！」 

講師：株式会社ぐるなび ぐるなび大学 田中 賢二 氏 

【第 3部】 

演題：商談会出展企業さまも必聴！「繁盛飲食店には“理由”があった！」 

講師：サッポロビール株式会社 フードビジネスサポートグループ主任 近藤 壮馬 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 29 年 2 月 28 日（火）  

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

大商談会事務局（名古屋銀行法人営業部） 

杉浦・市川・舟戸 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） １０：００～１６：００

個別商談会 （事前登録制） １０：００～１６：００

平成２９年３月３日（金）

平成２９年３月２日（木）
セミナー １３：００～１６：２０

※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

名古屋銀行 法人営業部
℡ ０５２－９６２－６９９４

「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。

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。

豊橋信用金庫、瀬戸信用金庫、豊川信用金庫、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

日時
内容
日時
内容

会場会場

募集
対象者
募集

対象者

後援
（五十音順）

後援
（五十音順）

共催者共催者

事務局事務局

愛知県、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
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
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

受付開始９：３０より

受付開始１２：３０より



■ 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 キヌアご飯、青汁焼酎割、フルーツ酢、ふりかけ

№２ 相生ユニビオ 株式会社 本みりん、焼酎、清酒、ウイスキー

№３ 株式会社 愛農流通センター マヨネーズ、玄米粉ルゥ各種、蒸し大豆、カステラ、きな粉

№４ 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）

№５ 株式会社 葵フーズディナーズ カレー、シチュー、麻婆豆腐

№６ 株式会社 浅野商店 柿飴、みりん飴、酒飴、フォト海老夕月、名刺飴、たまねぎスナック

№７ 東海運 株式会社 （ＡＺＵＭＡ ＦＡＲＭ三重） ミニトマト（あづまこべに®）

№８ 株式会社 荒木海苔店 のり子さんシリーズ、焼バラ、青さ

№９ 株式会社 アラタ ペットフード(犬用間食)、ペットフード(猫用間食)

№１０ い 株式会社 ＥＭ生活 ＥＭ米、ＥＭフルーツ

№１１ 井桁堂 株式会社 名古屋ふらんす、スティックケーキ、ガトープルポ、しぜんのたまご、ゼリー

№１２ 株式会社 いさむ・ポーク 豚肉、ウインナー

№１３ 有限会社 石黒商店 東三河味めぐり うまいだらぼっち5種、ごまえびせんべい

№１４ 株式会社 石巻柿工房 柿あん

№１５ 株式会社 泉広
未来さぽーと肉味噌、未来さぽーとどて煮、未来さぽーとどて煮おでん、
未来さぽーと味噌煮込つゆ、未来さぽーと手羽先

№１６ 株式会社 ｉｄｅａｉ 椿酒造の濁酒、椿酒造の甘酒、自然発酵種の天然酵母パン

№１７ 有限会社 イトウ製菓 チョコレートクランチ

№１８ イノチオつなぐ 株式会社 中玉トマト、ミニトマト

№１９ インテグレート 株式会社 鰻加工品

№２０ 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）、チルド人参（中国産）、チルドジャガイモ（中国産）、
冷凍ジャガイモダイス（中国産）

№２１ う 有限会社 右大臣 出し巻、厚焼玉子

№２２ うれし野ラボ 株式会社 フレーバーオイルドレッシング バジル、黒にんにく 和風醤油ドレッシング、フレーバーオイル ゆず

№２３ え
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）

№２４ ＳＳＫセールス 株式会社
SSK水産・果実・農産缶、CRレトルトスープ、キャンベル缶・冷凍スープ、
ブイトーニパスタ、SSKプレミアムソース、SSKフレッシュアスパラガス

№２５ エスエスケイフーズ 株式会社 SSKドレッシングシリーズ、SSKマヨネーズ類

№２６ 株式会社 エヌ・ビー・アイ 食パン

№２７ 株式会社 遠州屋 打ち出のもなか、四季の羽二重餅、月、落花せんべい

№２８ お 有限会社 オインク
三河おいんく豚 豚肉、三河おいんく豚 レトルト商品、三河おいんく豚 ポークハム、
三河おいんく豚 ポークウィンナー

№２９ 株式会社 大磯屋製麺所 ゆで焼そば、深蒸し焼そば

№３０ 株式会社 大木家 スパゲッ亭チャオレトルトソース

№３１ 株式会社 太田商店 鶏卵、だし醤油、鶏肉、鶏肉の削り節

№３２ 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

№３３ 岡田屋製菓 株式会社 せんべい各種

№３４ 岡本食品 株式会社 フローズンみかん

№３５ 株式会社 オジマ食品工業所
昆布じめ こはだ、昆布じめ いわし、梅酢ちらし こはだ、四川風いかザーサイ、
ツン辛 いかわさび、もずく昆布わさび

№３６ 株式会社 おとうふ工房いしかわ きらず揚げ、おとうふドーナツ、豆腐

№３７ 尾張製粉 株式会社 乾麺、小麦粉、乾麺ギフト

№３８ 尾張物産 株式会社 たたきごぼう、里いも黒ごまあえ、煮〆れんこん、豆ひじき、ピリ辛こんにゃく、じゃがいも甘辛煮

№３９ か 株式会社 KASUKEN お米、穀類

№４０ 株式会社 カネナカ 鰻 蒲焼

№４１ カネハツ食品 株式会社
サラダに！まめ、たけのこサラダ、明太ポテトサラダ、おから根菜ポテトサラダ、
たけのこ土佐煮、たたきごぼう

№４２ 株式会社 かねぶん梅屋
佃煮（ひと口にしん甘露煮）、佃煮（味わいいわし甘露煮）、佃煮（ひと口さんま甘露煮）、
佃煮（あさり味噌煮）、佃煮（ちりめん味噌煮）

№４３ 株式会社 カネミツ食品 ほうれん草こんにゃくつけ麺、ほうれん草ペースト

（※五十音順）



出展企業名 主な展示品（予定）

№４４ 甘強酒造 株式会社 昔仕込本みりん、甘強みりん、黒みりん、あまさけ、西京漬床、いっこく

№４５ 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）

№４６ キムラ漬物 株式会社 たくあん類

№４７ 株式会社 金城軒 つぶ貝わさび、つぶ貝チャンジャ、つぶ貝燻製、海藻トロッとスープ

№４８ 株式会社 金トビ志賀 パンケーキ、乾麺

№４９ く 株式会社 くすむら おからペースト、麻婆大豆、おとうふどーなつ、グルテンフリーバターチキンカレー

№５０ 有限会社 グリーンファーム 胡蝶蘭

№５１ クロス・エイト・メディカル 株式会社 お米、味噌、ワイン、醤油、お茶、せんべい

№５２ 株式会社 黒田商事 ベトナム産エビ、ベトナム産フルーツ

№５３ こ 髙香園 手摘み抹茶、菓子用抹茶、手摘み抹茶の焼き菓子、手摘み茶めし

№５４ 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

№５５ 小島食品製造 株式会社 いちじくジャム、無添加マーマレード、無添加苺ジャム、小倉バター、ずんだジャム

№５６ コスモアイランド 株式会社 国産無添加ドライフルーツ

№５７ 株式会社 小麦家
バゲットスペシャリテ、カンパーニュ、リュスティック、カレーパン、ぜんざいパン、
ソイ・ブラウン

№５８ 株式会社 コモ パン

№５９ 有限会社 近藤商店 もつ味噌煮込みどて煮

№６０ さ 有限会社 西郷牧場 ほうれん草

№６１ 株式会社 さいわい工房ＭＫ 乾燥昆布

№６２ サインズ 株式会社 野菜やフルーツを練り込んだラスク、人参、レタス、菜花類、ルッコラ、水菜

№６３ 有限会社 サカエ （ＮＰＯメダカの学校） 野菜、日本山人参茶、玄米粥

№６４ 榊原農園 大葉

№６５ 株式会社 サカモト
かけるだしはこれ卓上缶、塩無添加健康たべる小魚、熟成にぼし、だしはこれ、
金太郎いわし

№６６ 佐藤食品工業 株式会社 鯛めし、茶エキス、チョコレート

№６７ 株式会社 サラダコスモ
スーパーブロッコリースプラウト、オーガニックブロッコリースプラウト、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、オーガニック大豆もやし・緑豆もやし、大豆イソフラボン子大豆もやし

№６８ サワイリ食品 株式会社
トロビンチョウマグロ、炙りトロビンチョウマグロ、寿司ねたスライス各種マグロ、
キハダロイン、マグロハンバーグ、マグロチーズメンチカツ

№６９ 株式会社 サンアグリフーズ 干しいも、干し柿

№７０ サンキョーヒカリ 株式会社
ウスターソースブラック、カオル オリーブオイル、プチゼリー（りんご）、
サンキョーピカったれ、新おろしポン酢

№７１ 株式会社 サンコー お菓子

№７２ 株式会社 サンショク
キャベコロ®（カレー味）、豊川いなりまん、豊川いなりまん（Black）、大あさり肉まん、
大あさりバーガー

№７３ 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

№７４ し 株式会社 ジー・ディー・エス 乾燥野菜、ヨーグルト

№７５ 株式会社 Ｇ・ファーム
田原ポークウインナー・ハム、俺の・黒カレー、俺の・黒カレーまん、たは・La・まん
俺の・黒餃子

№７６ 株式会社 シズオカミート 削り節ミート ふわり、半生極みステーキ

№７７ 有限会社 静岡ラボ 生きくらげ、乾燥くらげ

№７８ 清水食品 株式会社 れんこんチップス、れんこん商品、カット野菜

№７９ 清水農園 ミニトマト

№８０ 株式会社 ジャパンフードファクトリー フルーツミディトマト、トマトジュース、ドライトマト

№８１ ジョイント・クック 有限会社 冷凍焼きそば

№８２ 昭栄食品工業 株式会社 豆腐、油揚げ、厚揚げ、がんも

№８３ 株式会社 伸和食品 オーガニック餃子皮、業務用餃子皮、冷凍餃子

№８４ す 株式会社 杉田組
ブルーベリージャム、ブルーベリーソース、ブルーベリーフィナンシェ、ブルーベリーパイ、
ブルーベリーゼリー

№８５ 杉本食肉産業 株式会社 尾張牛、愛知みかわ豚、名古屋コーチン、熟成牛

№８６ 農事組合法人 鈴鹿山麓夢工房 生しいたけ、乾燥しいたけ

№８７ せ 株式会社 セサミライフ 小倉胡麻ペースト

№８８ せっきーファーム ハロウィン柿（甘柿）、ぎふだから（甘柿・干し柿）



出展企業名 主な展示品（予定）

№８９ せ 瀬戸焼きそば 八方招き 瀬戸焼きそば、瀬戸焼きそば用「煮汁の源」

№９０ １７ｄｒｅａｍ 株式会社 チョコクランチ

№９１ 株式会社 千賀屋 おせち料理、海鮮一膳鍋、塩麹焼き詰合せ

№９２ そ 株式会社 そら 無添加ウインナー、野菜セット、無添加ハム、無添加ベーコン

№９３ た 株式会社 大地 国内産餅巾着

№９４ 高章食品 株式会社
乾燥こんにゃく、甘酢ちぢみこんにゃく、ぶどうの乾燥こんにゃく（仮称）、
なしの乾燥こんにゃく（仮称）、うめの乾燥こんにゃく（仮称）

№９５ 株式会社 高砂本家 洋焼菓子、和菓子

№９６ 有限会社 高橋養鶏 旬 たまご、名古屋コーチン 肉

№９７ 株式会社 タクセイ
とろけるきな粉プレミアム、まるごとくるみペースト、黒胡麻アーモンドきな粉、
くるみ黒ごまきな粉

№９８ 株式会社 タケシタミート 三河おいんく豚、みかわ牛

№９９ タコ焼八丁 宇宙芋漬物、宇宙芋（生芋）、宇宙芋パウダー、宇宙芋ペースト、宇宙芋うどん

№１００ ダンフーズ 株式会社 柿クリアジュース、柿ピューレ、キャロットピューレ

№１０１ ち 株式会社 ちぃむ青じそ 青じそ粉末

№１０２ 知多セントラルシステムズ 株式会社
季節のシャーベット、ジェラートバー、ポーショントレー、ワンショット（ソフトクリームタイプ）、
フルーツジブレ

№１０３ 株式会社 知多ピッグ 豚肉

№１０４ 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、奥美濃古地鶏フランク、
奥美濃古地鶏リオナソーセージ、奥美濃古地鶏ムネパストラミ、奥美濃古地鶏砂肝燻製

№１０５ 中部飼料 株式会社 さわやかチキン、いもぶた

№１０６ て 天長食品工業 株式会社 福神漬、らっきょう、紅しょうが、はちみつ

№１０７ 天領食品 株式会社 野菜だけのカレー、飛騨牛しぐれ、すますま、どぶろく

№１０８ と 株式会社 時麺 生パスタ、生中華麺、餃子皮

№１０９ 有限会社 東御河屋製菓 もちどら

№１１０ 冨田商店 株式会社 彩り小箱、抹茶チョコレート、招き猫ボックス、こいのぼりボックス、ビールのおつまみ

№１１１ 豊田森林組合 下山支所 乾しいたけ、しいたけせんべい、しいべい人形

№１１２ 豊橋糧食工業 株式会社 大麦シリアル３．３、発芽押麦、押麦、大麦粉、三河大麦きしめん、三河もち麦うどん

№１１３ トリックス 株式会社 （トリックス いちご園） いちご、ジャム

№１１４ な 中垣酒造 株式会社 清酒

№１１５ 株式会社 ナカガワ 海老天入り天かす、あげ玉一番 、あげ玉一番えび味、国内産小麦天かす、天かす一番

№１１６ ナカキ食品 株式会社 何これヘルシーパスタ？

№１１７ 株式会社 中甲 きな粉、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

№１１８ 中日本 株式会社 味付ゆでたまご、くんせいたまご、半熟たまご、たまご焼

№１１９ 株式会社 なごやきしめん亭
名古屋名物コーチンきしめん、名古屋名物コーチン味噌、名古屋名物コーチンカレー、
名古屋名物胡麻ざる、醇味きしめん

№１２０ 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、名古屋コーチンムネササミハム、名古屋コーチン無塩せき燻製モモムネ、
名古屋コーチン超粗挽きフランク、名古屋コーチンしゃぶしゃぶ

№１２１ 株式会社 夏目製菓 各種かりんとう

№１２２ 有限会社 鍋八農産 ポン菓子、ポンせん、つぶせん、ハンドクリーム、ハンドソープ、ボディソープ

№１２３ に 株式会社 にじまち 金赤トマト

№１２４ 日進製菓 株式会社 飴菓子

№１２５ 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

№１２６ 日本バイオコン 株式会社
マキベリーパウダー、アクアミネラルＴ、16種フルーツブレンドパウダー、麦芽エキス、
5種ベジタブルパウダー

№１２７ ね 株式会社 ネクスト ソーセージ、ハム

№１２８ の 有限会社 農業法人モクモク 塩学舎の塩（３～４種）、塩けんぴ、レモンスカッシュ、甘夏ポン酢

№１２９ は 株式会社 葉桐
静岡浜松北区茶産品 かぶせ茶、浜松北区地場産品 滝沢かぶせ茶、奥安倍静岡茶、
奥安倍葉ほうじ茶、奥安倍棒ほうじ茶、奥安倍抹茶入玄米茶

№１３０ 服部農園 有限会社 米

№１３１ 有限会社 はっぴー農産 米、米粉、米粉パンケーキセット、玄米麺

№１３２ 株式会社 ハナノキ 白米、無洗米、雑穀



出展企業名 主な展示品（予定）

№１３３ ひ 有限会社 ビーアンドエヌ
もちもちくるみパン、もちもちさつまいも＆黒胡麻パン、メロンパン、
石釜全粒粉入り田舎パン スライス、よもぎこしあんパン

№１３４ 株式会社 Ｐ．Ｍ．Ｒ 米、野菜、水、冷食

№１３５ 有限会社 ビオールケミカル フルーツゼリー、プリン

№１３６ 株式会社 菱和園 お茶、紅茶

№１３７ 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

№１３８ 平岩農園 ぶどうジュース、ぶどうジャム、ワイン（赤、白）、干しぶどう、米、日本酒、干し芋

№１３９ 株式会社 平松食品
いわし甘露煮金ごま包み、甘露しょうが煮、愛知丸が釣ったかつおと生姜のごはんじゅれ、
篠島しらす佃煮と明太子のごはんじゅれ、いわし甘露煮、さんま蒲焼

№１４０ ふ
特定非営利活動法人 福祉住環境地域センター
WAC農園＆W-Cファクトリー ベジラスク、ベジクッキー、ハーブティー、乾燥野菜

№１４１ 福陽食品 株式会社 大学いも、焼き芋

№１４２ 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

№１４３ 葡萄のふくおか
ぶどうジュース(巨峰)、ぶどうジュース(ベリーＡ)、ぶどうジャム、キウイジャム、
みかんジャム、柿ジャム、柿チョコジャム、完熟ぶどうジャム、ゴルビー葡萄ジャム、
ドライフルーツ（巨峰）

№１４４ 株式会社 麩屋銀 焼麸、かく麩、黒糖ふ菓子、パウンドケーキ

№１４５ フライマックス 株式会社 甘酒生うゐろう

№１４６ FREE DESIGN JAPAN 株式会社 乾燥ぞうすい、油菓子

№１４７ 株式会社 ブレッドバスケット パンケーキミックス、クッキー・サブレ・ラスク

№１４８ へ 株式会社 ベジタブルクラブ 青ねぎ

№１４９ 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

№１５０ 布袋食糧 株式会社 ホームベーカリー用パンミックス、鬼饅頭ミックス、乾麺、小麦粉

№１５１ ま 株式会社 マーコ とまと、いちご、いちご大福、トマト餃子、キャベツ

№１５２ 株式会社 松屋栄食品本舗 牛肉

№１５３ 株式会社 丸加醸造場 つけもの、みそ、みそ加工品

№１５４ 株式会社 丸越
ごほうとナッツの胡麻味噌漬、美味減塩はくさい漬、美味減塩ゆずはくさい漬、
美味減塩きゅうり漬、減塩 旨みとコクの白菜キムチ

№１５５ マルタ食品 株式会社 ビン金平糖、花ひろば、ゴールド金平糖

№１５６ 丸藤製菓 株式会社 ポテトサラダをのせたモナカ

№１５７ 丸トポートリー食品 株式会社
名古屋コーチン鶏ちゃん焼（味噌）、名古屋コーチン鶏ちゃん焼（スタミナ醤油）、
名古屋コーチンスモーク、名古屋コーチンフランク

№１５８ 株式会社 まるみや食品 豆腐、豆乳・湯葉

№１５９ 株式会社 まるや八丁味噌 まるやのみそだれ、無添加八丁味噌

№１６０ 株式会社 萬秀フルーツ バームクーヘン、ジュース、国産グレープフルーツ、国産ブラッドオレンジ、ジャム

№１６１ 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

№１６２ み 有限会社 みうらや製麺 金粒粉冷やし中華、金粒粉つけ麺、昭和うどん 夏

№１６３ 株式会社 ミノカン 味の花

№１６４ 農事組合法人 みよしぱくぱくファーム いちご、冷凍いちご

№１６５ や 株式会社 安田商店 ベビーリーフ、キャベツ

№１６６ 株式会社 山恵 猪肉、いのししフランクフルト、いのしし肉まん、イノシシハム、鹿肉

№１６７ 山眞産業 株式会社 桜製品、紅葉ジャム、バラ製品、いちじくピューレ、青しそ（大葉）ピューレ

№１６８ ヤマタ水産 株式会社 ちりめん山椒、しらす、ちりめん

№１６９ 山本水産 株式会社 メヒカリ南蛮漬け、メヒカリから揚げ

№１７０ 有限会社 山本屋 味噌煮込みうどん、味噌おでん、味噌せんべい

№１７１ ゆ 株式会社 ユーエイエム 飛騨牛おこわ、タレづけカルビ

№１７２ 株式会社 夢農人 白い発芽にんにく万能ダレ、ゆたか牛しぐれ煮、ねぎ味噌、三州豚

№１７３ ら 株式会社 羅漢果工房 羅漢果顆粒

№１７４ 株式会社 ラマン 手軽にスッキリ！ウコンゼリー

№１７５ り 株式会社 隆祥房 焼き餃子

№１７６ れ 農事組合法人 レインボー バラジュレ、バラパウダー



出展企業名 主な展示品・提供サービス等

№１７７ お 株式会社 ＯＡＧコンサルティング
事業計画策定支援、経営管理体制構築支援、飲食店専門税務顧問サービス、
資金調達支援、海外支援進出、Ｍ＆Ａアドバイザリー

№１７８ か 株式会社 環境科学研究所 食品検査のパンフレット類

№１７９ 韓国貿易センター (名古屋) 韓国進出関連資料、韓国展示会案内、センター案内

№１８０ く 株式会社 ぐるなび ぐるなびＰＲＯメンバーサービス

№１８１ こ 株式会社 こころ メニュー翻訳クラウドサービス「グルメニ」

№１８２ 株式会社 近藤商店
紙ん（紙の花瓶）、ＰＡＮＣＡＰ（パンキャップ）、パルピアポット（古紙から生まれた植木鉢）、
通い箱

№１８３ さ サッポロビール 株式会社 出店サポート、組織サポート、店舗運営サポート

№１８４ し 新光技研 株式会社 小型ふるい機、水切り装置

№１８５ そ 宗和工業 株式会社 樹脂トレー、樹脂パック、金型

№１８６ だ 第一電機測器 株式会社 ゼロコン、パレットシューター

№１８７ 株式会社 ダイナテック 厨房ダクト用グリスフィルター

№１８８ 大宝運輸 株式会社 物流に関するご相談

№１８９ ち 中央設備エンジニアリング 株式会社 食品関連工場施工

№１９０ て デザイナーフーズ 株式会社 トマト（高品質トマト）、資料、カタログ、出版物

№１９１ に 日本通運 株式会社 国際輸送課題解決

№１９２ 独立行政法人 日本貿易保険 貿易保険相談

№１９３
日本貿易振興機構（ジェトロ）
名古屋貿易情報センター 輸出入相談

№１９４ は 一般社団法人 ハラル・ジャパン協会 弊協会会員企業が製造した加工食品

№１９５ ひ ビクトリージャパン 株式会社 水素水生成器

№１９６ ふ 二葉化成 株式会社 食品向け包装資材

№１９７ ほ ホシザキ東海 株式会社 真空包装機、電解水生成装置

№１９８ 香港貿易発展局 相談対応

№１９９ ま 丸石窯業原料 株式会社 EMセラミックス、セラミックフィルター濾過装置

№２００ め 株式会社 メイワ 食品パッケージのデザイン・企画

№２０１ や 有限会社 ヤマト 廃食油、BDF

№２０２ ゆ 郵船ロジスティクス 株式会社 国際輸送課題解決

№２０３ 株式会社 UnitedlyEC 越境ECサービス

設備関係 ・ ソリューションビジネス関係事業者等

地方公共団体等

団体名 主な展示品（予定）

愛知県 業務パンフレット 他

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

一般社団法人 中部産業連盟 業務パンフレット 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

（※五十音順）

（※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 アトラクト №５２ せ セントロ・ククルカン 株式会社

№２ 株式会社 あみやき亭 №５３ そ 株式会社 そごう・西武 西武岡崎店

№３ 株式会社 アメーバホールディングス №５４ た 株式会社 大丸松坂屋百貨店

№４ 株式会社 安全 №５５ 大和リゾート 株式会社

№５ 株式会社 アン・フーズみつる園 №５６ 玉三屋食品 株式会社

№６ い イオンリテール 株式会社 №５７ 株式会社 タワーホテルアンドリゾート ロワジールホテル豊橋

№７ 伊藤忠商事 株式会社 №５８ ち 株式会社 中栄薬化交易

№８ 株式会社 芋花恋 №５９ と 東亜食品工業 株式会社

№９ う ヴィレッジフーズ 株式会社 №６０ 東海テレビ事業 株式会社

№１０ 株式会社 魚初 №６１ 東海旅客鉄道 株式会社

№１１ え 株式会社 エスワイフード 世界の山ちゃん №６２ 東京第一ホテル錦

№１２ 株式会社 エヌ・エー・ジム №６３ 株式会社 トーカン

№１３ お 株式会社 ＯＡＧコンサルティング №６４ 株式会社 徳

№１４ 株式会社 オー・エム・フードサービス №６５ 株式会社 ドミー

№１５ 尾張物産 株式会社 №６６ 株式会社 富匡

№１６ か 有限会社 嘉木園 №６７ な 中日本ハイウェイ・アドバンス 株式会社

№１７ カネハツ食品 株式会社 №６８ 中日本ハイウェイ・リテール名古屋 株式会社

№１８ 株式会社 かぶらやグループ №６９ 株式会社 ナゴヤキャッスル

№１９ カメイ 株式会社 名古屋支店 №７０ 名古屋国際ホテル 株式会社

№２０ き 株式会社 ＫＩＺＵＮＡ №７１ に 有限会社 肉や大善

№２１ 株式会社 キャナリィ・ロウ №７２ 独立行政法人 日本貿易保険

№２２ く 株式会社 クリエイト・レストランツ・ホールディングス №７３ 日本観光開発 株式会社

№２３ 株式会社 ぐるなび №７４ 日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター

№２４ け 桂新堂 株式会社 №７５ は 一般社団法人 ハラル・ジャパン協会

№２５ 株式会社 ＫＲフードサービス №７６ ふ 株式会社 フィールコーポレーション

№２６ 株式会社 ＧＥＮＧＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ №７７ 株式会社 フード生田

№２７ こ 国分中部 株式会社 №７８ 株式会社 風流社

№２８ 株式会社 コノミヤ №７９ ほ 有限会社 坊’Ｓ

№２９ 株式会社 小菱屋 №８０ 株式会社 ホテル豊田キャッスル

№３０ さ 栄屋食品 株式会社 №８１ 株式会社 ほの国百貨店

№３１ サッポロビール 株式会社 №８２ 香港貿易発展局

№３２ 株式会社 サノヤ №８３ ま 株式会社 松河屋

№３３ ザ・フェニックス 株式会社 №８４ マックスバリュ中部 株式会社

№３４ 有限会社 沢来 №８５ 株式会社 豆福

№３５ 三岐鉄道 株式会社 №８６ 株式会社 マリノ

№３６ 株式会社 サンクレール №８７ 株式会社 丸栄

№３７ し 株式会社 Ｇ７ジャパンフードサービス №８８ み 株式会社 宮田精肉店

№３８ ジェイアール東海フードサービス 株式会社 №８９ め 株式会社 名鉄トヨタホテル

№３９ 株式会社 ジェイアンドシー №９０ 株式会社 メイフーズ

№４０ 株式会社 ＪＰ三越マーチャンダイジング №９１ も 株式会社 物語コーポレーション

№４１ 柴田ハム食品 株式会社 №９２ や 株式会社 矢場とん

№４２ 株式会社 清水屋 №９３ 株式会社 ヤマナカ

№４３ ジュピターショップチャンネル 株式会社 №９４ 株式会社 山彦

№４４ 株式会社 志ら玉 №９５ ゆ 株式会社 UnitedlyEC

№４５ 新東亜交易 株式会社 №９６ よ 横浜冷凍 株式会社

№４６ 信南サービス 株式会社 №９７ 株式会社 義津屋

№４７ 株式会社 伸和食品 №９８ 株式会社 ４７ＣＬＵＢ

№４８ す スイートエリズ 株式会社 №９９ ら 楽天 株式会社

№４９ 株式会社 スーパーヤマダイ №１００ る 株式会社 ル・クール

№５０ 株式会社 スギ薬局 №１０１ れ 株式会社 レアル

№５１ せ 生活協同組合連合会 東海コープ事業連合 №１０２ ろ ロイヤル 株式会社

個別商談参加バイヤー企業一覧個別商談参加バイヤー企業一覧 （※五十音順）



あいち・じもと農林漁業成長応援
「農林漁業・飲食業」業界活性化セミナー

開 催 日 時 平成２９年３月２日（木） １３：００～１６：２０ （受付開始１２：３０～）
※商談会前日

会 場 名古屋市中小企業振興会館 （７階 メインホール）

◆ジェトロを活用して海外輸出にチャレンジ！『「食」と「農」の輸出“超”入門セミナー』

講 師 ： 日本貿易振興機構（ジェトロ） 名古屋貿易情報センター係長 小林 伶 氏

“海外輸出は難しい”“手続きが複雑でわからない”こういったお悩みはありませんか？

自社商品の輸出に挑戦できるよう、輸出についての最新情報や留意点をわかりやすく説明します！

第１部 １３：００～１４：００

◆今からでもまだ間に合う！ 「商談会成功への“３つのポイント”をお伝えします！」

講 師 ：株式会社ぐるなび ぐるなび大学 田中 賢二 氏

商談会を成功させるために特に重要なポイントとして、①出展ブースのレイアウト方法

②バイヤーとの面談のコツ ③商談会後のアフターフォローの実施方法等について説明します！

第２部 １４：１０～１５：１０

◆商談会出展企業さまも必聴！ 「繁盛飲食店には“理由”があった！」

講 師 ：サッポロビール株式会社 フードビジネスサポートグループ主任 近藤 壮馬 氏

飲食店が「繁盛店」となるための“理由”は何か？また、繁盛飲食店はどのような商材を求めて

いるのか？「飲食店からの目線」と「販売企業からの目線」、両方の視点からポイントを説明します！

第３部 １５：２０～１６：２０

◆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）展示会来場について、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200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。

◆お問合せ先・・・大商談会事務局（名古屋銀行法人営業部 法人コンサルティンググループ ： 担当 舟戸・市川 ℡：052-962-6994）
◆申込締切日・・・平成２９年２月２８日（火）
◆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。

■ セミナー

■ 商談会一般来場 ・ セミナー聴講申込書

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

お申込日 平成２９年 月 日 ＦＡＸ ０５２－９６２ー７７９８

▼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２００名）


