
豊橋信用金庫、瀬戸信用金庫、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（Ａ－ＦＩＶＥ）、 

日本政策金融公庫、愛知県 
共催者 

第４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 

展示商談会・セミナー参加者募集 

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 
  ※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。 

会場 

「食」と「農」の関連事業者さま 
 ※一般個人の方のご入場はお断りします。 

対象 

財務省東海財務局、農林水産省 東海農政局、経済産業省 中部経済産業局 
愛西市、安城市、一宮市、犬山市、岩倉市、大府市、岡崎市、尾張旭市、蒲郡市、刈谷市、清須市、江南市、小牧市、新城市 
瀬戸市、田原市、知多市、知立市、豊明市、豊川市、豊田市、豊橋市、名古屋市、西尾市、日進市、半田市、碧南市、みよし市 
安城商工会議所、稲沢商工会議所、犬山商工会議所、大府商工会議所、岡崎商工会議所、春日井商工会議所 
蒲郡商工会議所、刈谷商工会議所、江南商工会議所、小牧商工会議所、瀬戸商工会議所、津島商工会議所 
東海商工会議所、豊川商工会議所、豊田商工会議所、豊橋商工会議所、名古屋商工会議所、西尾商工会議所 
半田商工会議所、碧南商工会議所、愛知県商工会連合会 
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、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 

後援 

名古屋銀行 法人営業部 
℡ ０５２－９６２－６９９４ 

事務局 

展示商談会 

個別商談会（※事前登録先のみ）  

２０１９年３月１２日（火） 

２０１９年３月１１日（月） 
フードビジネス成長応援セミナー    １３：３０～１６：２０ 

    【第１部】 食品業界関係者必聴！『今後の業界動向・トレンドについて』 
    【第２部】  明日からできる！『あなたの製品/サービスを営業・広告せずに販路拡大させる仕組み』 
    【第３部】 地方ならではの販路開拓実践法とは 
 

 ※展示商談会へのご入場申込みおよびセミナー内容詳細については申込書のページをご確認ください。 
 
 

受付開始９：３０より 

受付開始１３：００より 

日時 
内容 

１０：００～１６：００ 

１０：００～１６：００ 

参加費

無料 
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「食」と「農」の大商談会は 
地域の皆さまのビジネスを応援します！！ 

第1回（2016年） 

「食」と「農」の大商談会 

スタート 

第2回（2017年） 

開催規模拡充 

全国屈指のスケールへ 

第3回（2018年） 

「愛知県」が共催に参加 

オールあいちの商談会へ 

第４回（2019年） 

商談会システム・ＦＣＰ
シート導入 

126件 

203件 

250件 251件 

第１回 第２回 第３回 第４回 

出展企業 

「オールあいち」 

全国屈指の実績 

こんな方はぜひご来場を！！ 

 ★ 出展企業２５１社とフリー商談を希望される方 

 ★ 農商工連携による６次産業化や海外進出 

    （輸出入）等に関する情報収集をしたい方 

 ★ 次回以降の出展をご検討中の方 

 ★ 今後ご自身のビジネスの参考としたい方等 
 

業種問わず多くの事業者さまの 

ご来場をお待ちいたしております。 

      「食」と「農」の大商談会 

73社 

102社 

162社 
179社 

第１回 第２回 第３回 第４回 

個別商談参加 

バイヤー企業 



■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
      「食」と「農」の大商談会 

    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 チョコレート、クッキー、ポップコーン、唐辛子菓子 

№２   アイプロ 有限会社  うずらプリン 

№３   愛楽農園はいぼーなす 
青果物（キャベツ、ブロッコリ、たまねぎ、いちじく）、いちじくジャム、 
ドライいちじく、ポップコーン豆 

№４   株式会社 葵フーズディナーズ 
まるごと玉ネギと飛騨牛のシチュー、飛騨牛カレー、飛騨牛すじどてみそ煮、 
飛騨牛赤ワイン煮 

№５   株式会社 青木商店 生もち、おはぎ、わらび餅、かりんとうまんじゅう、大福餅、米飯類 

№６   アクティブインターナショナル 株式会社  南瓜、りんご、オレンジ、ぶどう 

№７   有限会社 アグリ：サポート 日本酒、米、野菜 

№８   浅桑園 ぶどうジュース、ぶどうのお酢、ワイン 

№９   株式会社 浅野商店 OEM対応菓子、OEM対応パン 

№１０   株式会社 アドバンテック・サンスイ くうしん菜、サラダ春菊、ホワイトセロリ、サンチュ 

№１１   株式会社 アラタ 犬のおやつ いぬびす、うさぎの主食 チモシー、うさぎのおやつ クッキー 

№１２ い 井指製茶 株式会社  
愛知産農家出し緑茶120ｇ、愛知産農家出し緑茶3ｇ×20ｐ、茶飲革命3g×20ｐ、 
おもてなし緑茶3ｇ×10ｐ、自家焙煎丸粒麦茶15ｇ×30ｐ 

№１３   有限会社 石川養豚場 豚肉（肩ロース）焼肉、豚肉（バラ）焼肉、あらびきウィンナー 

№１４   株式会社 石原農園 ミニトマト、大玉トマト、トマトジュース、トマトジャム 

№１５   株式会社 泉広 北海道ねこんぶだし 

№１６   株式会社 ヰセキ関西中部 酢飯、いなり、おにぎり 

№１７   株式会社 一十珍海堂 紋次郎いか、げんこつ紋次郎、とんがりいか、てっぽういか 

№１８   有限会社 イトウ製菓 チョコレートクランチ、チョコレート加工品 

№１９   伊藤米穀 有限会社 （米猿百十） お米ギフト、玄米団子、飲食店様用お米 

№２０   株式会社 イフ商会 輸入ワイン 

№２１ う 株式会社 ヴェレゾン 常滑ピノブラン2018、常滑シャルドネ2018、常滑ピノノアール2018 

№２２   株式会社 魚叶水産 海老、イカ、あさり 

№２３   株式会社 うお茂 いちご羊羹、各種弁当 

№２４   有限会社 右大臣 だし巻き、厚焼き玉子 

№２５ え 有限会社 えいこく屋 紅茶 

№２６   ＳＳＫセールス 株式会社 名古屋支店 レトルトスープ、水産缶詰、果実缶詰、農産缶詰 

№２７   エスエスケイフーズ 株式会社  マヨネーズ、ドレッシング 

№２８   株式会社 エヌ・ディ・シー 
大豆100％純品麺・豆～麺パスタ、豆～麺パスタチップ乳酸菌パスタソース、大豆のお肉シ
リーズ10品惣菜・揚げ物、大豆ハム、漢方ホーソンベリー山楂ジュース、大豆そぼろミンチ
肉だんごハンバーグ 

№２９   株式会社 M＆D 自然薯とろろ汁 

№３０   株式会社 エルビー 
緑茶200ml、フルーツセレクションアップル200ml、フルーツセレクションオレン
ジ200ml、りんご125ml、オレンジ125ml、ブドウ125ml 

№３１   株式会社 遠州屋 笑福焼、月、四季の羽ニ重餅、浜好み、黒豆アーモンドおかき 

№３２ お 有限会社 老田屋 生ラーメン 

№３３   有限会社 オインク 豚肉、レトルト食品 

№３４   株式会社 大磯屋製麺所 焼きそば、ソース、ナポリタンソース 

№３５   株式会社 太田商店 
鶏卵「ランニングエッグ」、純国産地鶏肉「岡崎おうはん」、 
鶏武士（むね肉削り節）、だし醤油「御馳走たまかけだし醤油」 

№３６   大津屋物産 株式会社  挽き割大豆、もち麦、豆各種 



■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
      「食」と「農」の大商談会 

    出展企業名 主な展示品(予定) 

№３７   大野精工 株式会社  
バウムクーヘン、オスミック高糖度トマト（ミニトマト）、いちご、 
いちご・トマト加工品 

№３８   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 

№３９   岡田屋製菓 株式会社  せんべい各種 

№４０   おきなや 株式会社  焼きそば 

№４１   
桶狭間フーズ 株式会社 
（ＪＢイレブングループ） 

一刻魁堂の冷凍生ギョーザ、一刻魁堂の肩ロースチャーシュー、 
ら～めん屋さんのバラチャーシュー 

№４２   株式会社 オサムトコシンエー商会 グリーンパパイヤリーフティー、マノアコーヒー等 

№４３   株式会社 オジマ食品工業所 
小肌酢漬、いわし昆布、海鮮サラダ、いかピリ、薄造りいかわさび、 
いかくんサラダ 

№４４   株式会社 オリエンタル洋行 米粉カレールウ、大豆粉カレールウ 

№４５   尾張製粉 株式会社  
焙煎大麦粉入りホットケーキミックス、きぬあかりひやむぎ、きぬあかりそうめ
ん、きぬあかりうどん、きぬあかり1Kg 

№４６   尾張物産 株式会社  
たたきごぼう、豆ひじき、みたらし小芋、ピリ辛こんにゃく、皮じゃがそぼろ、 
かつお入り竹の子 

№４７ か 株式会社 カネナカ 国産うなぎ蒲焼 

№４８   株式会社 かねぶん梅屋 
百年煮ひと口にしん甘露煮、百年煮いわし甘露煮、百年煮ひと口さんま甘露煮、 
金のつくだ煮あさり、金のつくだ煮わかさぎ、金のつくだ煮くるみ小女子 

№４９   株式会社 カネミツ食品 ほうれん草とあおさの刺身こんにゃく、ほうれん草蒟蒻つけ麺 

№５０   カノン珈琲 ウルトラしょうがパウダー、しょうがかりんとう 

№５１   有限会社 神谷製麺 
手延べ麺うどん、手延べ麺ひやむぎ、手延べ麺きしめん、手延べ麺そうめん、 
手延べ麺細うどん 

№５２   株式会社 カメリヤ 
亜紋度らすく（アーモンドラスク）、 
えくぼシリーズ（乳・卵不使用ロールパン）、食パン 

№５３ き 有限会社 木曽岬農業センター 白米 

№５４   株式会社 北村商店 マルト鰹大和煮 

№５５   株式会社 キャナリィ２１ カステラ、バームクーヘン、烏骨鶏卵、サプリメント 

№５６   
社会福祉法人共生福祉会アンテナショップ
「みんなのわ」 

愛知県産小麦粉「ゆめあかり」使用のパン 

№５７   キングパン協業組合 カステラ（TOYOCA）、お米パン、食パン各種 

№５８   株式会社 金城軒 
海藻トロッとスープ、海藻トロッとスープ野菜入り、おさかなピーナッツ、 
白えびせんべい、サクサクたら黒酢南蛮、サクサクたらキムチ 

№５９   株式会社 金トビ志賀 
愛知県産小麦きぬあかり中華めん、愛知県産小麦きぬあかりパンケーキミックス、 
愛知県産小麦きぬあかり名古屋きしめん、愛知県産小麦きぬあかりうどん、 
愛知県産小麦きぬあかりひやむぎ、愛知県産小麦きぬあかりそうめん 

№６０ く 株式会社 くすむら 
おからペースト、大豆とおからのソイチキンカレー、おからサラダ、 
おからとツナのサラダ、グルテンフリーのクッキー、豆腐 

№６１   クラシカルコーヒーロースター 株式会社  コーヒー豆製品 

№６２   有限会社 グリーンファーム こちょうらん 

№６３   黒毛和牛ゆたか牛 牛肉、フランクソーセージ(黒毛和牛100%)、黒毛和牛生ベーコン 

№６４   クロス・エイト・メディカル 株式会社  米、煎餅 

№６５ こ 株式会社 香嘉園 抹茶 

№６６   株式会社 宏昌食糧研究所 西尾の抹茶 抹茶アイスの素、西尾の抹茶 抹茶パンナコッタ 

№６７   光陽製菓 株式会社  寒天ゼリー 

№６８   株式会社 ＣＯＡＲＳＥＳＴＡＲＳ SABLE33(サブレ三河） 

№６９   
小島工機 株式会社 アグリ事業部 
（小島農園） 

有機野菜（カット野菜、お米）、有機野菜加工品（お茶、パン） 

№７０   コジマフーズ 株式会社  有機玄米ごはん、有機玄米もち、有機玄米粥、有機発芽玄米おにぎり 

№７１   株式会社 コネクトフーズ 天使のミルク、いちごミルク、石垣の珠塩、抹茶、チョコレート、塩キャラメル 

№７２   有限会社 近藤商店 
三河名物どて450g入、三河名物どて1kg箱入、どてたま、うずら入どて、 
愛知のどて(マイルドタイプ) 



■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
      「食」と「農」の大商談会 

    出展企業名 主な展示品(予定) 

№７３ さ 株式会社 坂井海苔店 
一番摘み焼のり、やわらかきざみのり、知多産寿司はね焼のり、 
一番摘み焼のり4切タイプ、一番摘み焼のりセット 

№７４   有限会社 サカエ 日本山人参茶 

№７５   佐藤醸造 株式会社  
あいちの豆みそ、尾張のつゆ、みそスコ、どて煮、生しょうゆ、 
どえりゃ～名古屋のとんかつソース 

№７６   株式会社 サンアグリフーズ 干し芋、干し柿 

№７７   サンエッジ 株式会社  有機野菜各種、有機スムージー、有機マーマレード、有機しょうが加工品 

№７８   株式会社 サンコー 玄米粉入蒸パン、大豆豆チップス、豆乳マドレーヌ 

№７９   
株式会社 ＳＨＡＮＴＩ・ＳＨＡＮＴＩ・ 
ＣＯＦＦＥＥＦＡＲＭ 

コーヒー、マーマレード、はちみつ、ハーブティー、 
コーヒーチェリーパウダー、スパイス 

№８０   株式会社 三宝良庵 甘酒（吉田酒蔵純米吟醸酒粕使用）、ごろごろ甘栗ようかん 

№８１ し シーキューブ 株式会社  ミニトマト（アイコ） 

№８２   株式会社 Ｇ・ファーム 豚肉、ハム・ウィンナー、レトルトカレー、肉まん 

№８３   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 

№８４   十三代目鈴木さん家のがんこ農場 冷凍焼き芋、カット野菜（キャベツ、たまねぎ） 

№８５   ジョイント・クック 有限会社  
香ばしきソース焼きそば、香ばしき塩カルビ焼きそば、 
トマトが香るナポリタン、大地と海の焼きそば 

№８６   有限会社 シンコーポレーション ラーメン鍋スープ 

№８７   有限会社 新日邦 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「８０８FACTORY」水耕栽培ﾚﾀｽ 

№８８   有限会社 新甫 うなぎの蒲焼、うなぎの白焼、うなぎの肝 

№８９   株式会社 伸和食品 冷凍餃子、餃子の皮 

№９０ す 水耕房いなぶ 
白い発芽にんにく、白い発芽にんにく万能タレ、 
白い発芽にんにくドレッシング、白い発芽にんにくサプリメント 

№９１   杉浦味淋 株式会社  
愛桜純米本みりん（１年熟成）、愛桜純米本みりん（３年熟成）、 
SAKURAアモーレ（赤みりん）、三河どて煮 

№９２   株式会社 杉田組 
ブルーベリーフィナンシェ、ブルーベリージュース、ブルーベリージャム、 
業務用ブルーベリーフィナンシェ、業務用ブルーベリージュース、 
業務用ブルーベリー冷凍果実 

№９３   杉本食肉産業 株式会社  ハム・ソーセージ、ハンバーグ、コロッケ、ミンチカツ 

№９４   農事組合法人 鈴鹿山麓夢工房 生椎茸、乾燥椎茸、椎茸佃煮 

№９５   鈴木製茶 緑茶、紅茶、ほうじ茶、粉末茶 

№９６   株式会社 角谷文治郎商店 三州三河みりん、有機三州味醂、三州梅酒10(濃醇）、三州梅酒（辛口） 

№９７ せ  農業生産法人 有限会社 千姓 米、野菜、米粉麺 

№９８ そ 宗和工業 株式会社  プラスチック成型品 

№９９   有限会社 ソーニ ワイン、ナイフ・フォーク 

№１００ た 株式会社 大一 
こだわりの干物、絶品の珍味、プロトン加工の冷凍魚、 
日本全国につなげる水産品 

№１０１   第一工業製薬 株式会社  健康食品「冬虫夏草」 

№１０２   株式会社 大栄製作所 酸素ファイター 

№１０３   大協青果 株式会社  青果物 

№１０４   株式会社 大道設計 龍の標、女王様のプリン、コク抹茶プリン 

№１０５   ダイニチ食品株式会社  
新鮮生一本糖しぼり大根、ほんからキムチ、おいしさ新鮮ゆず大根、 
手造りきゃらぶき 

№１０６   有限会社 大丸本舗 仕込飴、さくっと食べれる飴、ぶどう糖、新豊かな味 

№１０７   高章食品 株式会社  
乾燥ちぢみこんにゃく、甘酢ちぢみこんにゃく、名古屋ホルモン味のちぢみ 
こんにゃく、豆乳白玉こんにゃく、もちもちうどんこんにゃく 

№１０８   たかぎ園芸 洋らん、草花・観葉植物(鉢物) 



■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
      「食」と「農」の大商談会 

    出展企業名 主な展示品(予定) 

№１０９   有限会社 高橋養鶏 たまごサンド、まるっとたまごプリン、カタラーナ、カタラーナタルト 

№１１０   有限会社 高丸食品 納豆 

№１１１   株式会社 タケシタミート アウトパック商品、みかわ牛、あいち知多牛、三河おいんく豚 

№１１２   株式会社 多々楽達屋 ドライフルーツ、ナッツ 

№１１３   株式会社 田原物産 
本格芋焼酎 亀若 36゜原酒、本格芋焼酎 亀若 25゜、 
本格芋焼酎 亀若花 20゜ 

№１１４   株式会社 玉澤 
黒酸肉だんご、ベーコン、焼豚、てりやきチキン、豚ロースパン粉付、 
豚肉味付 

№１１５ ち 株式会社 ちぃむ青じそ 青じそ粉末 

№１１６   知多セントラルシステムズ 株式会社  ２Ｌバルク商品、和風モナカ、ジェラートバー 

№１１７   中央製乳 株式会社  中央ゴールド２Ｌ、中央抹茶２Ｌ、渥美半島のめろんのあいす２Ｌ 

№１１８   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、奥美濃古地鶏砂肝燻製、 
奥美濃古地鶏むねパストラミ、奥美濃古地鶏ケイチャン 

№１１９   中部三本コーヒー 株式会社  
吟煎（コーヒー）、覚王山抹茶ブッセ、コーヒーボウロ、イチゴソース、 
カフィタリー（コーヒー）、ギフト（コーヒー） 

№１２０ つ 辻製油 株式会社  
辻さん家のとける唐辛子、黒にんにくレストラン和風醤油ドレッシング、 
フレーバーオイルわさび、フレーバーオイルゆず 

№１２１   合資会社 壺屋辨當部 稲荷ずし 

№１２２ て 株式会社 ティ・エス・シー 
除菌電解水給水器＠除菌手・洗う、電解水衛生環境システム守る水、 
超音波式噴霧器プロミスト、除菌おしぼりディスペンサー 

№１２３   有限会社 tastea 紅茶、紅茶関連商品 

№１２４   有限会社 テクノムサシ 生白いきくらげ、生黒あらげきくらげ、松きのこ 

№１２５   天長食品工業 株式会社  
ハンガリー産巣入りはちみつ、鳥取砂丘瓶らっきょう、 
おぼろ昆布のつくだ煮瓶入、角切りおかか昆布 

№１２６   天領食品 株式会社  甘酒のもと、煎り酒、オリゴ糖のあま酒 

№１２７ と  
東洋織布 株式会社  
(TOYOドリームファーム) 

ベビーリーフ、ベビーパクチー、マイクロリーフ、エディブルフラワー、 
エプロン・ランチョンマット(知多木綿ブランド) 

№１２８   株式会社 時麺 生中華麺、生パスタ、生餃子皮 

№１２９   合資会社 冨田商店 名古屋とろーふ 

№１３０   豊田鉄工 株式会社  ベビーリーフ 

№１３１   豊橋糧食工業 株式会社  
大麦シリアル3.3、インナービューティー＆メンタルアスリートバー、押麦、 
発芽押麦、もち麦 

№１３２   株式会社 ドリームフィールド 乾燥キャベツ、粉末キャベツ、生姜パウダー、ごぼう茶、干し芋 

№１３３   有限会社 とろろ庵 すりおろし加工済み自然薯、自然薯豆腐、自然薯うどん・そば 

№１３４ な 株式会社 ナカガワ 天かす一番レギュラー、揚げ玉一番辛味、海老天入天かす 

№１３５   株式会社 中川商会 エスプーマ（厨房関連機器）、かき氷、生クリーム 

№１３６   株式会社 中甲 
まな粉、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 

№１３７   中日本 株式会社  タマゴロウ、おかず玉子、煮たまご各種、温泉たまご 

№１３８   株式会社 なごやきしめん亭 簡単調理ゆで麺、本格半生麺、のど越し豊かな乾麺 

№１３９   名古屋市南部食鶏加工協同組合 
名古屋コーチンアイスバイン、名古屋コーチン無塩せき燻製、 
名古屋コーチン無添加だし鍋、名古屋コーチン焼き鳥丼 

№１４０   株式会社 ナチュール 金のラスク、三河サブレ、三河レモン、ナチュールドーナツ、はちみつケーキ 

№１４１   株式会社 夏目製菓 かりんとう各種 

№１４２   なのはな農園 株式会社  菜種油、醤油風調味料、ポン酢 

№１４３   成田酒販 株式会社  焼酎、日本酒 

№１４４   株式会社 南山園 
お点前用抹茶、菓子などの原料用抹茶、紅茶、ほうじ茶、ラテ用抹茶、ほうじ
茶、抹茶ハイ用の抹茶 



■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
      「食」と「農」の大商談会 

    出展企業名 主な展示品(予定) 

№１４５ に 西尾製粉 株式会社  
抹茶のパンケーキミックス、抹茶のミルクレープミックス、国産小麦粉、大豆
粉 

№１４６   株式会社 ニッセン 
フレンチトースト、おさっ甘露、サラダチキンスライスﾌﾟﾚｰﾝ、ﾊｰﾌﾞ、 
パストラミ合鴨スライス、冷凍キノコ、ミニ焼鳥串、ミニつくね串 

№１４７   日東醸造 株式会社  足助仕込三河しろたまり、三河白だし、卵焼きのもと 

№１４８   日本バイオコン 株式会社  ボイラー不要レトルト殺菌機、米状コンニャク 

№１４９ ね 株式会社 ネクスト 
ソーセージ（あらびき）、ソーセージ（ブラート）、ソーセージ（チーズ）、 
ソーセージ（ガーリック）、ソーセージ（チョリソー） 

№１５０ の 株式会社 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、 
トラスコ 

№１５１   合資会社 野田味噌商店 
豊田桝塚豆みそOriginal、豊田桝塚豆みそRegular、無為自然生、即席おみそ汁
赤だし、即席おみそ汁赤だし合わせ、四季の味噌たれ 

№１５２ は  パイミート 株式会社  
ぶっちゃん、大豆まるごとすいーつ×木の山芋、大豆まるごとすいーつ×焙煎米粉、大豆
まるごとすいーつ×抹茶、ふわふわおぼろ豆腐、焙煎米粉入り絹あげ 

№１５３   ハクサンインターナショナル 株式会社  イチゴ 

№１５４   合資会社 八丁味噌 
三河産大豆八丁味噌のパウダー200ｇ、八丁味噌銀袋1ｋｇ、 
赤出し味噌もみじ印1ｋｇ、赤出し味噌やはぎばし1ｋｇ 

№１５５   服部農園 有限会社  お米 

№１５６   株式会社 華桔梗 
柏もちピロ50ｇ、ずんだもちピロ40ｇ、マンゴークリーム大福バラ35ｇ、 
京風わらびもちピロ50ｇ、クリーム大福こしあん40ｇ 

№１５７   有限会社 浜名湖ファーム うずらの燻製玉子15個、うずらの燻製玉子5個、命のカプセルうずら生卵 

№１５８   浜松魚類 株式会社  浜名湖うなぎ蒲焼 

№１５９   有限会社 ハヤカワ セレ豚、赤豚 

№１６０   林養魚 株式会社  渥美プレミアムラスサーモン、林サーモンフレーク生 

№１６１   ｈａｒｕｙｕｉ 
スタンダードハーブティー、月替わり限定ハーブティー、 
プチギフト用ハーブティー 

№１６２ ひ 有限会社 ビーアンドエヌ 卵・乳不使用パンシリーズ、スープカップパン、石釜パン 

№１６３   菱太産業 株式会社 太田屋守山工場 白醤油 超特選 

№１６４   百年柿園ベル・ファーム 柿のドライフルーツ、百年の一片次郎柿チップス 

№１６５   株式会社 平松食品 
いわし甘露煮金ごま包み、さんま甘露煮甘辛味噌仕立て、ししゃも、若さぎ、
にしん、愛知丸が釣ったまぐろとしょうがのごはんじゅれ 

№１６６   株式会社 平山商会 湯葉商品 

№１６７ ふ 株式会社 風外虎餅 あなたのオリジナルのイラスト・メッセージをお菓子にプリント 

№１６８   株式会社 フードエイド 産直ホルモン、食肉、加工品(ソーセージ、ハンバーグ) 

№１６９   福井酒造 株式会社  
純米吟醸四海王 真 しぼりたて生原酒、純米吟醸四海王 真、純米大吟醸四海王夢吟香
40％、純米大吟醸四海王夢吟香50％、純米大吟醸四海王夢吟香60％、純米酒四海王 福 

№１７０   福陽食品株式会社  ハニーポテト、天津甘栗、ドライフルーツ 

№１７１   株式会社 フジマック バリオクッキングセンター、コンビオーブン 

№１７２   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 

№１７３   葡萄のふくおか ぶどうジュース、果物ジャム、ドライフルーツ 

№１７４   株式会社 麸屋銀 黒糖ふ菓子、焼麩、生麩、ふぱうんどけーき、ふまんじゅう 

№１７５   株式会社 麩屋万 生麩、麩まんじゅう 

№１７６   プラザ観光 株式会社  焼肉屋さんの黒カレー、食べる本格薬膳スープ、元祖極のカレーもつ鍋 

№１７７   株式会社 フランセーズ ミルクバウム、チョコバウム、さんざしドリンク 

№１７８   株式会社 フルカワエオス 葉菜類（レタス、ほうれん草、春菊等） 

№１７９   株式会社 ふるさと清見２１ 
パスカルドレッシングシリーズ、飛騨清見ソース、パスカルトマトケチャップ、 
飛騨牛ジャーキー、鰤生ハム、鰤ジャーキー 

№１８０ へ BakeshopSolSol グルテンフリー米粉パン 



■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
      「食」と「農」の大商談会 

    出展企業名 主な展示品(予定) 

№１８１   株式会社 ベジロジ ベビーリーフ、キャベツ、レンコン、その他青果物 

№１８２ ほ  ホンダロジコム 株式会社 春日井ファーム 生きくらげ、乾燥きくらげ、パンダこんにゃく、フリーズドライ味噌汁 

№１８３ ま 株式会社 マーコ 
とまとジュース、トマトあまざけスムージー、とまと、いちご、キャベツ、 
いちご大福 

№１８４   町田農園 ウィンナー（トマト入り）、ミニトマト 

№１８５   有限会社 マツキンフーズ 豚まん、焼売、餃子 

№１８６   株式会社 丸源竹内組 葉付生食用高麗人参 

№１８７   株式会社 丸越 
美味減塩白菜漬、美味減塩胡瓜漬、野菜毎日キャベツ漬、野菜毎日かぶら漬、 
塩分25%off羅臼昆布白菜、サワ・守口 

№１８８   丸三食肉 株式会社  愛知県産愛とん（豚肉）、愛知県産愛とん（豚肉）の加工品 

№１８９   株式会社 丸繁製菓 食べれる器/e-tray、食べられるお箸/畳味、食べられるスプーン 

№１９０   マルタ食品 株式会社  金平糖商品、ラムネ商品 

№１９１   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き、絶品名古屋コーチン殿様コロッケ（うましお）、絶品名古
屋コーチン殿様コロッケ（ピリ辛味噌）、名古屋コーチンささみメンチカツ、 
名古屋コーチンサラダチキン 

№１９２   株式会社 丸八製菓 五平餅、チョコマント、和菓子 

№１９３   株式会社 まるや八丁味噌 無添加八丁味噌、まるやのみそだれ、蔵吟赤だし、八丁味噌の香味パウダー 

№１９４ み 有限会社みうらや製麺 
全粒粉冷し中華、全粒粉つけ麺、昭和うどん（生）全粒粉うどん、 
昭和うどん（生）全粒粉うどん細切り 

№１９５   有限会社 ミック・ジャパン トマト、生椎茸、カットぶなしめじ、花びらたけ、白ネギ、ブロッコリー 

№１９６   宮本養鶏場 平飼いたまご、平飼い鶏肉 

№１９７ む 株式会社 六美 
ドライフルーツいちじく、ドライフルーツ梨、ドライフルーツいちご、 
ドライフルーツ富有柿、梨ジュース、いちじくコンポート 

№１９８   株式会社 めぐりとまと ミニトマト 

№１９９ め  メモリー 株式会社  オーガニックペットフード 

№２００ も 株式会社 Mon cher はちみつスイートケーキ、レモン香るチーズケーキ 

№２０１ や 株式会社 ｙａｏｔｏｍｉ農園 マイクロリーフ、オイル、席札ギフト、菜の花コスメ 

№２０２   ヤマウフーズ 鰻、貝藻加工品 

№２０３   株式会社 山恵 猪肉のブロック、猪スライス肉、猪ハム 

№２０４   山眞産業 株式会社 花びら舎 桜加工品、果実加工品、紅葉加工品、ハーブ加工品 

№２０５   ヤマシン醸造 株式会社  
オリーブ白しょうゆ、オリーブ白しょうゆゆずこしょう、 
グルテンフリーたまりしょうゆ、土佐醤油、にんにく醤油、生搾り白しょうゆ 

№２０６   ヤマタ水産 株式会社  釜揚げしらす、ちりめん山椒、ちりめん、しらす干し 

№２０７   山本水産 株式会社  冷凍メヒカリＩＱＦ 

№２０８ ゆ 株式会社 ユーエイエム １秘伝のカルビ、牛タン製品、牛タンウインナー・フランク、やみつき牛タン 

№２０９ ら 株式会社 羅漢果工房 らかんか顆粒 

№２１０ り  株式会社 リンネファーム 豚肉、ハム・ソーセージ 

№２１１ ろ 株式会社 Ｌｏｈａｓｔｙｌｅ 
万能しょうゆたれ甘口、万能しょうゆたれ辛口、秘伝ごまだれ、 
黒の恵うま味たれ、ベジドレにんじん、甘酒ゆずドレッシング 

№２１２ わ ワインブティック ラ・ターシュ ワイン 



設備関係 ・ ソリューションビジネス関係事業者等 

■ 出展企業一覧 （※五十音順） 
      「食」と「農」の大商談会 

    出展企業名 主な展示品(予定) 

№２１３ あ 愛知県6次産業化サポートセンター 相談ブース 

№２１４   株式会社 アイル アラジンオフィス、アラジンEtoB 

№２１５   アオイ建工 株式会社  電解水衛生環境システム 

№２１６ い 株式会社 イシダテクノ 真空包装機、レジスター、シーラー 

№２１７ え 株式会社 エフアンドエム HACCP・ISO取得支援、補助金・助成金申請支援、労務・人材採用支援 

№２１８ お オリエンタル紙業 株式会社  ペーパーナプキン、紙エプロン、ポケットティッシュ 

№２１９ か 兼八産業 株式会社  食品乾燥機 

№２２０   株式会社 環境科学研究所 技術サービス(食品検査、衛生コンサルティング) 

№２２１ き 株式会社 キラックス ゼロクリア商品 

№２２２ く 株式会社 グローイング 水耕栽培用機械、レタス 

№２２３ さ 株式会社 三恵社 パッケージデザイン、飲食店向け印刷物 

№２２４ し 株式会社 ジャパン・パッケージ 卓上円周貼ラベラー 

№２２５   一般社団法人 助成金人事労務支援協会 雇用助成金の申請代行・労務管理アドバイス 

№２２６   シンプルワークス 株式会社  販売管理システム 

№２２７ せ 株式会社 西三 オゾン浄化システム 

№２２８   株式会社 西友エンジニアリング ドゥボックス 

№２２９   株式会社 セラク みどりマーケット（販売支援サービスのご紹介） 

№２３０ た 株式会社 ダイトー 環境衛生機器 

№２３１   株式会社 ダイナテック 厨房ダクトフィルター・レンタル 

№２３２   株式会社 太陽塗装 いろさじ（カトラリースプーン） 

№２３３   株式会社 ダイワテック 自立型カメラ 

№２３４ ち 株式会社 チュウオー バカスモールド容器、木製樽 

№２３５   一般社団法人 中部産業連盟 JFS-A/B監査業務について 

№２３６ て 株式会社 テクノリサーチ トップシール包装機 TR-533、トップシール包装機 TR-900、包装資材 

№２３７ と 株式会社 東亜フーズ ウイレスセブン 

№２３８   東海プラスチック工業 株式会社  プラスチックケース一式 

№２３９   東邦液化ガス 株式会社  パネル展示 

№２４０   冨田商事 株式会社  急速液体凍結機 

№２４１   株式会社 ＴＲＹセル 
新開発の凍結機、解凍機、チルドビーフ、ポークシュリンクフィルム重ねＯＫ、 
真空包装機、食品機材の販売、食品・食材の仕入、販売、開発食品プロデュース 

№２４２ な 株式会社 ナノウェイブ 光触媒のコーティング剤、光触媒のたまご、消臭抗菌剤、パネル 

№２４３ に 日幸商事 株式会社  液体調味料等の委託充填（OEM) 

№２４４ は 株式会社 バーム パネル・カタログ 

№２４５ ほ ホシザキ東海 株式会社  
スチームコンベクションオーブン（焼き菓子）、真空包装機（ジャム、ピクルス）、
食品乾燥機（ドライフルーツ）、電解水生成装置、ブラストチラー（プリン、ゼ
リー） 

№２４６ ま 眞瀬光学 株式会社  ケミカル洗剤 

№２４７ め 株式会社 メイワ 包装資材 

№２４８ や 山田美術印刷 株式会社  シール・ラベル、パッケージ 

№２４９ ゆ 株式会社 UnitedlyEC 食品、化粧品、家庭用品、雑貨 

№２５０ り 菱名工業 株式会社  ハウス用ヒートポンプ「どこでもヒーポン」 

№２５１ わ 和田フードテック 株式会社  スライサー、チョッパー、カッター、ダイサー、殺菌水製造装置、真空包装機 



■ 個別商談参加バイヤー企業一覧 （※五十音順） 
      「食」と「農」の大商談会 

№   企業名 

№1 あ 株式会社 アイエヌティー 

№2   株式会社 あいんシステムズ 

№3   株式会社 アクアイグニス 

№4   有限会社 アグリ：サポート 

№5   株式会社 アセンテジャパン 

№6   株式会社 渥美フーズ 

№7   株式会社 アライ 

№8   株式会社 アラウンド 

№9   株式会社 ARAN. 

№10   アルビス 株式会社  

№11 い イオンビッグ 株式会社  

№12   池田物産 株式会社  

№13   株式会社 石川屋 

№14   株式会社 泉広 

№15   伊藤忠食品 株式会社 

№16 う 株式会社 ウィズ 

№17   魚錠水産 株式会社  

№18   株式会社 梅の花 

№19 え 株式会社 HCDランチセンター 

№20   株式会社 ECO EARTH 

№21   株式会社 エヌ・エー・ジム 

№22   株式会社 エム・アール・ティー・ジャパン 

№23 お 株式会社 オージーフーズ 

№24   奥村 株式会社  

№25   株式会社 小田急百貨店 

№26   オムニスバイオ 有限会社  

№27   株式会社 オリエンタル洋行 

№28 か 株式会社 カクキュー八丁味噌 

№29   株式会社 賀城園 

№30   カナカン 株式会社  

№31   株式会社 カネスエ 

№32   カネハツ食品 株式会社  

№33   カメイ株式会社 名古屋支店 

№34 き 有限会社 桔梗屋 

№35   株式会社 岐阜髙島屋 

№36   株式会社 ギフトパッド 

№37   株式会社 キャナリィ・ロウ 

№38   株式会社 キラックス 

№39   株式会社 金城軒 

№40 く 株式会社 クラシックホテル 

№41   クラブツーリズム 株式会社  

№42 け 株式会社 KRﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 関サービスエリア 

№43   株式会社 KRﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 上郷サービスエリア上り線 

№44   株式会社 KRﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 長篠設楽原パーキングエリア下り線 

№45   ゲンキー 株式会社  

 №   企業名 

№46   元暉綜合商業服務 株式会社  

№47 こ 株式会社 黒怒 

№48   株式会社 こだわりや 

№49   株式会社 コノミヤ 東海事業本部 

№50   株式会社 小林食品 

№51   株式会社 五味商店 

№52   株式会社 コンサルジュ 

№53 さ 株式会社 札幌かに本家 

№54   サッポロビール 株式会社  

№55   有限会社 沢来 

№56   株式会社 三王商会 

№57   三岐鉄道 株式会社 上郷サービスエリア店 

№58   株式会社 サンヨネ 

№59 し ジェイアール東海フードサービス 株式会社  

№60   株式会社 Ｇ7ジャパンフードサービス 

№61   株式会社 ＪＢイレブン 

№62   有限会社 ジェーアイシー 

№63   株式会社 ジェーケー・コーポレーション 

№64   株式会社 ＪＰ三越マーチャンダイジング 

№65   株式会社 ＪＡＬＵＸ 

№66   株式会社 昭和 

№67   株式会社 ショクブン 

№68   有限会社 しら河 

№69   株式会社 新東通信 

№70   信南サービス 株式会社 内津峠パーキングエリア上下線  

№71   信南サービス 株式会社 長良川サービスエリア下り線  

№72 す 株式会社 スーパーヤマダイ 

№73   株式会社 すずき商事 

№74   有限会社 スティルエクリュ 

№75   株式会社 スマイル‐リンク 

№76 せ 生活協同組合連合会 東海コープ事業連合 

№77   生活協同組合連合会 アイチョイス 

№78   株式会社 セイノー商事 

№79   株式会社 セプテムコミュニケーションズ 

№80 そ 株式会社 そごう・西武 西武岡崎店 

№81 た 株式会社 大国屋 

№82   株式会社 大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 

№83   株式会社 大丸松坂屋百貨店 松坂屋豊田店 

№84   株式会社 髙はし 

№85   有限会社 高丸食品 

№86   株式会社 髙山 

№87   株式会社 タチヤ 

№88   玉三屋食品 株式会社  

№89   ダンフーズ 株式会社  

№90 ち ﾁﾀｶ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌｰｽﾞ 株式会社  



№   企業名 

№91   株式会社 中日アド企画（ピピッと！あいち） 

№92   中部エア・ウォーター 株式会社  

№93   中部国際空港旅客サービス 株式会社  

№94   中部三本コーヒー 株式会社  

№95 つ 有限会社 都築食品加工 

№96 て 鉄板居酒屋 若丸 

№97   株式会社 デリコジャパン 

№98 と 東亜食品工業 株式会社  

№99   東海テレビ事業 株式会社  

№100   東海旅客鉄道 株式会社  

№101   東洋食品 株式会社  

№102   株式会社 トーカン 

№103   ドクター・オブ・ジ・アース 株式会社  

№104   株式会社 ドミー 

№105   豊田温泉開発 株式会社  

№106   株式会社 豊橋トーエー 

№107   株式会社 鳥重商店 

№108   株式会社 ドン・キホーテ 

№109   株式会社 どんぐりの里いなぶ 

№110 な ナガイ 株式会社  

№111   中日本ハイウェイ・リテール名古屋 株式会社  

№112   株式会社 名古屋観光ホテル 

№113   名古屋市南部食鶏加工協同組合 

№114   名古屋佃煮工業 株式会社  

№115   名古屋錦開発 株式会社 (東京第一ホテル錦) 

№116   株式会社 名古屋三越栄店 

№117 に 有限会社 肉や大善 

№118   西尾ニュータウン開発 株式会社  

№119   日新 株式会社  

№120   株式会社 日本百貨店 

№121   株式会社 日本貿易保険 

№122   日本酒類販売 株式会社  

№123   日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター 

№124 ね 株式会社 ネクスト 

№125 は 株式会社 パシフィックダイニング 

№126 ふ 株式会社 ファミリーマート 

№127   株式会社 フィールコーポレーション 

№128   株式会社 フード生田 

№129   フードプラス合同会社 

№130   株式会社 風流社 

№131   株式会社 プチフレーズ 

№132   株式会社 ブルーチップファーム 

№133   株式会社 ふるさとサービス 

№134   株式会社 フローリストみき 

№135 へ 株式会社 ヘルシーメイト 

№   企業名 

№136 ほ 株式会社 ホテル豊田キャッスル 

№137   株式会社 ほの国百貨店 

№138   株式会社 ポプラ 

№139   株式会社 ポリマーホールディングス 

№140   株式会社 ボンタイン珈琲本社 

№141 ま 株式会社 マイナビ 農業活性事業部 

№142   株式会社 マクアケ 

№143   正氣屋製菓 株式会社  

№144   株式会社 マジェスティックダイニング 

№145   株式会社 松河屋 

№146   マックスバリュ中部 株式会社  

№147   ママ食材 有限会社  

№148   株式会社 マ・メゾン 

№149   株式会社 マリノ 

№150   株式会社 マルサ 

№151   株式会社 まるみや 

№152 み 三重県観光開発 株式会社  

№153   ミストラル 有限会社  

№154   株式会社 三井酢店 

№155   三菱商事 株式会社  

№156   株式会社 妙香園 

№157 む 睦化学工業 株式会社  

№158 め 株式会社 名鉄レストラン 

№159   MEGAドン・キホーテ豊橋店 

№160 も 株式会社 モア・フーズ 

№161   株式会社 モノン 

№162   株式会社 Mon cher 

№163 や 株式会社 山口土木 

№164   株式会社 山香煎餅本舗 

№165   株式会社 ヤマナカ 

№166   有限会社 やまや 

№167   合資会社 山安食料品店 

№168 ゆ 株式会社 USEN 

№169   株式会社 Unitedly EC 

№170 よ 株式会社 ヨシケイ浜松 

№171   株式会社 ４７ＣＬＵＢ(中日新聞社) 

№172 ら 楽天 株式会社  

№173 り リゾートトラスト 株式会社  

№174   株式会社 利八屋 

№175   リンベル 株式会社  

№176 れ 株式会社 レアル 

№177 ろ 株式会社 ローソン 

№178   株式会社 ロコマルシェ 

№179 わ わかば農園 株式会社  

■ 個別商談参加バイヤー企業一覧 （※五十音順） 
      「食」と「農」の大商談会 



フードビジネス成長応援セミナーのご案内 

◆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）展示商談会来場について、ご希望の方を○で囲んでください。 
            （※２）セミナー参加について、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120名） 

            当日は、「セミナー申込書」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。 
◆申込締切日・・・２０１９年３月８日（金） 
◆ご記入いただきましたお客さまの情報は、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。 
 

【お問合せ先】 商談会事務局（名古屋銀行法人営業部）  担当／籾山・伊藤  ℡：052-962-6994 

■ セミナー 

■ 展示商談会来場およびセミナー申込書  

 商談会事務局 （名古屋銀行 法人営業部） 宛                FAX 052ー962－7798 
ご 住 所 

 〒 

貴 社 名   業         種 

ご 連 絡 先  ℡ ご案内機関  

役 職 氏       名 展示商談会来場 （※１） セミナー参加 （※２） 

 様  来場する  ・ 来場しない 参加する  ・参加しない 

 様  来場する  ・ 来場しない 参加する  ・参加しない 

 様  来場する  ・ 来場しない 参加する  ・参加しない 

▼FAXにてお申込みください▼  

商談会前日開催企画 

 ◆ 明日からできる！ 
   『あなたの製品/サービスを営業・広告せずに販路拡大させる仕組み』 ◆ 
 

   
    講 師 ：株式会社 ベレネッツ 代表取締役 平松 誠一 氏 
    見込み客が能動的にこちらに動いてくる企業ブランディングサービスを600社以上に提供してきた 
    平松社長が語る。どのような会社でも使える見込み客を引き寄せる仕組みのヒントを教えます！ 

 ◆食品業界関係者必聴！『今後の業界動向・トレンドについて』◆ 
 

    講 師 ：伊藤忠食品 株式会社  ＭＤ統括部   地域産品ＭＤチーム チーム長 小池 昌孝 氏 
    食品関係者が知っておきたいエンドユーザーの動向、業界トレンドを中心に解説します！ 

 ◆地方ならではの販路開拓実践法とは◆ 
 

      講 師 ：株式会社 農業法人モクモク 外販事業部 部長 西川 宏 氏 
    年間50万人が来場し、年間10万人が体験したい価値を生み出す日本を代表する6次産業化 
     施設。そんな地方ならではの情報発信や営業活動についての実践的な手法を解説します！ 

２０１９年３月１１日    １３：３０ ～ １６：２０  （受付１３：００ ～） 

名古屋市中小企業振興会館 （４階  第３会議室） 
住所：名古屋市千種区吹上二丁目6番3号 

日時 
会場 

【第１部】 
１３：３０ 

 
１４：２０ 

【第２部】 
１４：３０ 

 
１５：２０ 

【第３部】 
１５：３０ 

 
１６：２０ 

月 

 
 

 

～ 
 

 
 

 

～ 
 

 
 

 

～ 
 

（参加費無料・定員１２０名）  

※一部内容が変更となる場合がございます。 
※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。 

      「食」と「農」の大商談会 


