
ご案内
出展企業・個別商談参加バイヤー企業募集

「食」と「農」の大商談会
withいいともあいち

第５回
あいち・じもと農林漁業成長応援

～６次産業化・農商工連携による地方創生に向けて～

開催日：2020年3月5日（木）
会場：愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）

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

第５回 あいち・じもと農林漁業成長応援 「食」と「農」の大商談会 withいいともあいち

２０２０年３月５日（木）　１０：００～１６：００

愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo） 展示ホールＢ  （住所：愛知県常滑市セントレア五丁目10番1号）

【小間仕様（予定）】
●展示・商談スペースは「横１８００ｍｍ・縦２７５０ｍｍ」を１コマとします。
●出展１企業（１団体）あたり１コマを基本とします。
●１コマの基本仕様は展示用テーブル１本、商談セット
　（テーブル１本・イス４脚）、パーテーション２枚となります。
　※ 出展企業の募集状況により、上記仕様を変更する場合があることをご了承下さい。

展示用
テーブル

商談用
テーブル

イス イス

イス イス

パーテーション

開催概要

スケジュール（予定）

27
50
㎜

1800㎜

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

開催名

開催日時

会場

共催者

出展企業

個別商談参加
バイヤー

当日イベント

申込方法

２６０社程度募集 【出展料：22,000円（税込）、 電源が必要な方は27,500円（税込）】
◆販路拡大を望んでいる「食」と「農」の関連事業者
　（農林漁業者、食品・飲料製造事業者、食品・飲料販売事業者等）
　（農業・食品設備関連、物流関連、広告宣伝関連、包装関連、コンサルティング関連等）

１８０社程度募集（参加無料）
◆上記出展企業と事前予約制による個別商談を希望するバイヤー
　百貨店、卸業、商社、ホテル、外食チェーン、スーパー、食品メーカー等の食品担当バイヤー等
個別商談参加バイヤー申込をされますと、事前に出展企業の商品情報をＷＥＢシステム上にて、閲覧する
事ができます。また閲覧する中で商談したい先があれば事前にＷＥＢシステムにて商談希望登録が可能
となるため、効率的に商談が可能です。商談場所については、出展企業毎に商談ブースがございますの
で、個別商談参加バイヤー様には商談時間にブースへご移動いただく形式となっております。但し、ご希
望に添えない場合もございますことを予めご了承願います。

◆商談会当日（２０２０年３月５日）にイベント開催
※後日お知らせする概要をご確認下さい。

所定の申込書にてお取引金融機関へお申込み下さい。

 出展企業・個別商談参加バイヤー 募集締切

一般来場者募集開始  個別商談希望先のヒアリング

出展者説明会

個別商談相手決定

前日搬入（商談会準備日）

商談会当日

商談会開催までのスケジュール 準備日・商談会当日のスケジュール

本商談会に関するお問い合わせは、
お取引金融機関 担当者、または下記商談会事務局までお願いします。

【事務局】 名古屋銀行 法人営業部 「食」と「農」の大商談会事務局　TEL ０５２-９６２-６９９４

３月５日（木）　【商談会当日】

３月４日（水） 【商談会準備日】11月１５日

１２月中旬

１月中旬

2月初旬

３月４日

３月５日

出展企業　搬入・ブース設営（予備）

オープニングセレモニー

個別商談・フリー商談

出展企業　搬出・ブース撤去

１5：００～１7：００ 出展企業　搬入・ブース設営

共催

８：００～９：３０

９：３０～１０：００

１０：００～１６：００

１６：００～



内容 商談会
実績 

『あいち・じもと農林漁業成長応援「食」と「農」の
大商談会withいいともあいち』とは…
｢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です！

個別商談 フリー商談

出展企業説明会 「オールあいち」の商談会

いいともあいち運動 スペシャルコンテンツ

［高い成約率］
事前マッチングで成果を出す商談会に！

［効率的な商談］
各出展ブースで効率的に商談を！

［出展企業同士で新たなビジネス］
出展企業×出展企業で新たな発見！

［実践ノウハウ伝授］
成約を目指す出展企業を全力サポート！

［オールあいちで地域活性化］
「食」と「農」に特化！地域最大級の商談会！

［学生との出会いの場を創出］
ワークショップや交流会を通じて
学生との交流を提供します！

［愛知県は中部地区最大の農業県］
全国トップレベルの実力を持つ
あいちの農林水産物をＰＲ！！

［ 一般来場者と即商談］
「ビビッ」ときたらその場で即商談！

進化を続ける商談会

｢オールあいち」
全国屈指の
実績を誇る商談会

年々増える参加企業と圧倒的な成約率！
新たなビジネスはここから始まる！

32.2％

会場 Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ
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443件
512件

718件 725件

第1回 第2回 第3回 第4回

成約があった出展企業

出展
企業

個別商談参加
バイヤー企業

個別
商談数



 

この度は、『第５回 あいち・じもと農林漁業成長応援 「食」と「農」の大商談会withいいと

もあいち』への出展にお申込みいただき、誠にありがとうございます。 

ご記入に際して、下記の点にご留意下さい。 
 

１．申込受付時のご提出書類は「エントリーシート」の１枚です。 
     

２．ご記入後の提出書類は、各お取引金融機関担当者へご提出下さい。 
  ※出展枠には限りがございます。申込期限前であっても、定数に達した場合は 

     出展申込をお受けすることができませんので、お早目にお申込み下さい。 
 

３．ご記入いただいた情報（個人情報除く）は、以下の目的においてのみ利用致します。 

  ※会社名・出展商品名は本商談会の出展企業一覧に掲載し、ホームページ掲載や 

    プレス発表資料等に利用させていただくことを予めご了承下さい。 

  ※「エントリーシート」にご記入いただいた情報は、事前マッチング作業用の資料として 

    個別商談参加バイヤー企業へ開示させていただくことを予めご了承下さい。 

  ※「エントリーシート」にご記入いただいた情報は、本商談会のシステム管理会社 

    ㈱パイプドビッツへ提供し本商談会の運用・管理に使用することを予めご了承下さい。 
 

４．ご提出後の流れについて 

   ①エントリーシートのご提出 

  ②エントリーシート受付後、事務局より専用サイトをご案内し、ＩＤとパスワードを発行 

  ③専用サイト内にて所定の情報をご登録 

  ※その後のお手続きは、専用サイトもしくはお取引金融機関担当者から都度ご案内します。 

         ※前回参加企業様で同一商品を展示する場合、商品情報を引継ぎ致します。 

 

５．ご不明な点は各お取引金融機関窓口または本商談会事務局までお問い合わせ下さい。 

  ※事務局：名古屋銀行 法人営業部 （℡０５２－９６２－６９９４） 
 

出展に際しての留意事項 

共催：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 

第5回 あいち・じもと農林漁業成長応援 

 「食」と「農」の大商談会withいいともあいち 

出展企業エントリーシート 



色の部分を全てご記入下さい

支店（部）

　（フリガナ）

ご所属・部署

お役職

ＴＥＬ

E-mail

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

　

　　※　会場の都合上、裸火の使用はできません。食材を加熱する場合は、ホットプレート等の電気調理器具をご利用下さい。
　　　　 裸火とは炎を発生させるもの、電気を使用するもので赤熱部が外部に露出したもの等（カセットコンロ、電気コンロ等）

　　※　使用予定機器欄には、ノートパソコン・電気ケトル・ホットプレート・ＩＨヒーター等具体的にご記入願います。

使用予定機器

お取引金融機関　担当者 行

第５回 あいち・じもと農林漁業成長応援 ｢食｣と｢農」の大商談会 withいいともあいち

　エントリーシート

西暦　　　　　年　　　月　　　日

商
談
会
担
当
者

ご氏名

ＦＡＸ

ご住所

HPアドレス

当社は、別途記載の出展規約、個人情報の取り扱い等に同意のうえ、2020年3月5日(木）開催の『第５回 あいち・じもと
農林漁業成長応援 ｢食｣と｢農｣の大商談会 withいいともあいち』への出展を希望します。

http://

貴社名

会期：2020年3月5日（木）　　場所：愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）

携帯電話

〒

【申込締切　2019年11月15日（金）】

※お客さまの個人情報は、本商談会の運営のために利用し、第三者に提供することはございません。

※ご記入いただいた情報は、本商談会のシステム管理会社㈱パイプドビッツへ提供し本商談会の運用・管理に使用することを予めご了承下さい。
※前回参加企業につきましては、同一の出展予定品目であれば商品詳細情報を引継ぎ致します。

※エントリーシートでご登録いただきました情報等（個人情報を除く）は『第５回あいち・じもと農林漁業成長応援 「食」と「農」の大商談会
withいいともあいち』 の出展企業リストに掲載し、ホームページ掲載やプレス発表等による公開を含め、商談会の運営管理に利用させていただきます。

お申込日 金融機関/取引店 日本政策金融公庫

出展カテゴリー
（複数選択可）

試飲食の有無

試飲食の有無

試飲食の有無

出展
予定品目①

出展
予定品目②

出展
予定品目③

出展
予定品目④

出展
予定品目⑤ 試飲食の有無

　　※　個別のご相談に応じますが、会場の都合上、ご希望に添えない場合がありますのでご了承下さい。
　　　 　尚、ブースに設置の電源コンセント以外からの電気使用はできません。（電源は1小間100V・1500Ｗの予定）

試飲食の有無

ご意見・ご要望

出展料区分

 電気工事なし          22,000円（税込） 

 電気工事あり         27,500円（税込） 

農産品 畜産品 飲料 設備・コンサルタント 他 水産品 加工食品 

有  無   

有  無   

有  無   

有  無   

有  無   

【商談会までの事務フロー（予定）】
10月初旬～12月中旬 12月中旬～1月中旬 2月初旬 3/5（木）

専用ページより
個別商談申込み開始

個別商談スケジュール確定
手引き等順次送付

商談会
当日

9/20（金）～

支店担当者よりIDを受取り、
商談会専用ページへログイン
　　　⇒出展商品の詳細を入力

エントリーシート記入



色の部分を全てご記入下さい

/法人営業 支店（部）

〒460-
0003

ご所属・部署

お役職 課長

ＴＥＬ

E-mail

□　農産物　　□　畜産品　　□　水産品　　□　加工食品　　□　飲料　　□　設備・コンサルタント　他

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

試飲食の有無

携帯電話 ○○○-○○○-○○○○

名古屋市中区錦三丁目19-17

○○○-○○○-○○○○

ウインナー

チョコレート 試飲食の有無

試飲食の有無

abcdefg@hhh.ij.k

出展
予定品目③

出展カテゴリー
（複数選択可）

出展
予定品目①

ご住所

HPアドレス

出展
予定品目②

出展
予定品目⑤

http://www.

商
談
会
担
当
者

法人営業部 ご氏名 名古屋　次郎

ＦＡＸ

※お客さまの個人情報は、本商談会の運営のために利用し、第三者に提供することはございません。
※ご記入いただいた情報は、本商談会のシステム管理会社㈱パイプドビッツへ提供し本商談会の運用・管理に使用することを予めご了承下さ
い。
※前回参加企業につきましては、同一の出展予定品目であれば商品詳細情報を引継ぎ致します。
※エントリーシートでご登録いただきました情報等（個人情報を除く）は『第５回あいち・じもと農林漁業成長応援 「食」と「農」の大商談会
withいいともあいち』の出展企業リストに掲載し、ホームページ掲載やプレス発表等による公開を含め、商談会の運営管理に利用させていただ
きます。

ご意見・ご要望

　　※　使用予定機器欄には、ノートパソコン・電気ケトル・ホットプレート・ＩＨヒーター等具体的にご記入願います。

　　※　個別のご相談に応じますが、会場の都合上、ご希望に添えない場合がありますのでご了承下さい。
　　　 　尚、ブースに設置の電源コンセント以外からの電気使用はできません。（電源は1小間100V・1500Ｗの予定）出展料区分

使用予定機器 ＩＨヒーター、ノートパソコン

　　※　会場の都合上、裸火の使用はできません。食材を加熱する場合は、ホットプレート等の電気調理器具をご利用下さい。
　　　　 裸火とは炎を発生させるもの、電気を使用するもので赤熱部が外部に露出したもの等（カセットコンロ、電気コンロ等）

出展
予定品目④ 試飲食の有無

ハンバーグ 試飲食の有無

お申込日 西暦　　2019年　10月　1日 金融機関/取引店

貴社名
　（フリガナ）カ．ナゴヤ

株式会社　ＮＡＧＯＹＡ

名古屋銀行

【申込締切　2019年11月15日（金）】

お取引金融機関　担当者 行

第５回 あいち・じもと農林漁業成長応援 ｢食｣と｢農」の大商談会 withいいともあいち

　エントリーシート

当社は、別途記載の出展規約、個人情報の取り扱い等に同意のうえ、2020年3月5日(木）開催の『第５回 あいち・じもと
農林漁業成長応援 ｢食｣と｢農｣の大商談会 withいいともあいち』への出展を希望します。

会期：2020年3月5日（木）　　場所：愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）

記入例 

事務局から直接ご連絡させて頂く場合がございます。 

連絡が取れる電話番号、アドレスをご記入下さい。 

商談会担当者の 

お名前をご記入下さい。 

ご連絡が取れる住所を 

出展枠に限

りがございま

す。 

具体的に入力願います。 

 電気工事なし          

 電気工事あり         27,500円（税込） 

 電気工事なし          22,000円（税込） 

 電気工事あり         

プルダウンか

ら金融機関を

選択下さい。 
 

有  無   

有  無   

有  無   

有  無   

有  無   


	食と農の大商談会チラシ
	出展企業エントリーシート

