
後 援 内閣府、金融庁、農林水産省、中小企業庁、財務省関東財務局東京財務事務所、東京都、公益財団法人東京都中小企業振興公社、
独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社日本政策金融公庫、一般社団法人全国信用保証協会連合会、東京信用保証協会、日本商工会議所、
東京商工会議所、全国商工会連合会、東京都商工会連合会、全国中小企業団体中央会、東京都中小企業団体中央会、中小企業家同友会全国協議会、
東京中小企業家同友会、一般社団法人東京都中小企業診断士協会（順不同）

協 力 一般社団法人新日本スーパーマーケット協会、日本百貨店協会、一般社団法人日本加工食品卸協会、
東京都飲食業生活衛生同業組合、東京都ホテル旅館生活衛生同業組合、東京都商店街振興組合連合会（順不同）

協 賛 朝日新聞信用組合､あすか信用組合､東信用組合､共立信用組合､警視庁職員信用組合､江東信用組合､七島信用組合､青和信用組合､全東栄信用組合､
第一勧業信用組合､大東京信用組合､東京厚生信用組合､東京証券信用組合､東京消防信用組合､東京都職員信用組合､東浴信用組合､中ノ郷信用組合､
ハナ信用組合､文化産業信用組合､北央信用組合､札幌中央信用組合､ウリ信用組合、空知商工信用組合､釧路信用組合、石巻商工信用組合､
古川信用組合､秋田県信用組合､北郡信用組合､山形中央信用組合､山形第一信用組合､福島県商工信用組合、いわき信用組合､相双五城信用組合、
会津商工信用組合、茨城県信用組合､真岡信用組合、那須信用組合､あかぎ信用組合、群馬県信用組合､埼玉信用組合､銚子商工信用組合､
君津信用組合、相愛信用組合､新潟縣信用組合、さくらの街信用組合、協栄信用組合、塩沢信用組合、糸魚川信用組合、山梨県民信用組合､
長野県信用組合、富山県信用組合、金沢中央信用組合、豊橋商工信用組合､愛知県中央信用組合､岐阜商工信用組合､飛驒信用組合､益田信用組合､
滋賀県信用組合、のぞみ信用組合、兵庫県信用組合､淡陽信用組合､笠岡信用組合､広島市信用組合､広島県信用組合､佐賀西信用組合､
鹿児島興業信用組合、奄美信用組合

主 催 一般社団法人全国信用組合中央協会／一般社団法人東京都信用組合協会／全国信用協同組合連合会
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開催概要

2017しんくみ食のビジネスマッチング展 －食の商談会ならびに物産展－

2017年10月25日（水） 10：00 ～ 17：00

サンシャインシティ 文化会館3F展示ホールC

一般社団法人全国信用組合中央協会、一般社団法人東京都信用組合協会、全国信用協同組合連合会

無料

食品・飲料品の生産・製造・加工事業者、その他輸入を含む食品・飲料品の仕入販売事業を営む

全国の信用組合の組合員

商談会126社、物産展95社、観光・温泉コーナー17団体　計221社（58組合）

＜商談会＞
①スーパーマーケット・百貨店・通販事業者、コンビニ、商社、旅館、ホテルなどの食の専門バイヤー
②飲食店 、小型スーパー 、食料品雑貨店 、旅館 、また食品仕入・加工販売等を営む信用組合の
　取引先（中小企業・小規模事業者の経営者・従業員）

＜物産展＞ 信用組合のお取引先 ならびに一般来場者

4,859名（バイヤー数 612名）

名 称

日 時

会 場

主 催

入 場 料

出展対象者

出 展 者 数

来場対象者

来 場 者 数

　「2017 しんくみ 食のビジネスマッチング展 ̶食の商談会ならびに物産展̶」は、
2017年10月25日（水）サンシャインシティ文化会館3F展示ホールCにおいて、多くの
来場者を迎え大盛況のうちに開催することができました。ここに開催結果をご報告申し
あげます。
　本ビジネスマッチング展は、信用組合とお取引いただく事業者の皆様に新たな
ビジネスチャンスの創出やビジネスパートナーとの出会いの場を提供し、販路開拓・
新商品開発・商品ＰＲ・販売促進等を通じて、事業の発展並びに地域振興に繋げて
いくことを目的として開催いたしました。
　当日は4,859名の来場者を迎え、盛会裏に終了し所期の目的を達成することができ
ました。
　今回のビジネスマッチング展の成果を踏まえ、中小企業・小規模事業者のさらなる
販路開拓・拡大等を支援し、地域経済の活性化に向け取り組んで参ります。

 2017しんくみ食のビジネスマッチング展　実行委員会

ご挨拶

2　ご挨拶／開催概要



開会セレモニー

主催者挨拶

 

来賓挨拶

テープカットセレモニー

開会セレモニー　3

（左から）

東京都 産業労働局

加藤 仁 様
金融部長

農林水産省 食料産業局

横島 直彦 様
食品製造課長

金融庁  監督局

伊野 彰洋 様
金融総括監理官 

一般社団法人全国信用組合中央協会

渡邉 武
会長

一般社団法人東京都信用組合協会

安田 眞次
会長

全国信用協同組合連合会

山本 明弘
会長

全国信用協同組合連合会

内藤 純一
理事長

一般社団法人 全国信用組合中央協会

渡邉 武
会長

金融庁 監督局

伊野 彰洋 様
金融総括監理官

次長
財務省 関東財務局 東京財務事務所

臼井 暁子 様



出展者一覧

食の物産展
会場マップ

4　食の物産展／マップ／出展者一覧

1 有限会社小松商店
2 有限会社釧路フィッシュ
3 のり工房矢本
4 クラフト木村K-プラス
5 大栄ファーム
6 しらかみファーマーズ
7 有限会社ナチュラルファーマーズ
8 合同会社三吉フーズ
9 合同会社長井菊芋研究所
10 有限会社グルメ小僧
11 小名浜美食ホテル
12 アグリ物産株式会社
13 empereur
14 株式会社T-Advance
15 株式会社いわき遠野らぱん
16 株式会社かねまん本舗
17 食処くさの根株式会社
18 タムラ電子株式会社

-スモークハウス
19 株式会社美味一膳
20 丸源水産食品
21 有限会社白虎食品
22 ホームベーカリーコビヤマ
23 有限会社峰の雪酒造場
24 古代小麦のパウンドケーキ屋さん

北海道・東北

25 文珍楼
26 有限会社岩上商店
27 株式会社那須帆布
28 農業生産法人

ロイヤルベリーズファーム

関東

29 株式会社アグリネイションズ
30 有限会社武井農園
31 秩父 こいずみ
32 天空の楽校
33 有限会社マルユウ種苗
34 株式会社せき製麺
35 有限会社ふじの

36 Candy Bouquet
37 かんだデザート
38 有限会社スズラン製菓
39 B’sカンパニー株式会社
40 白樺
41 Rapporti
42 柴又 とらや
43 鶯谷 寿々㐂
44 赤土貿易
45 おつけもの喜多福
46 磯部園
47 有限会社鰹ぶし大もり
48 株式会社三辰
49 ニース洋菓子店
50 株式会社光希
51 御菓子司 美好
52 江戸久寿餅 山信
53 仏蘭西菓子hanafubuki
54 erbe（ブレンドハーブティーエルベ）
55 株式会社小林海苔店
56 株式会社髙沢食品
57 髙橋商店
58 Jean Paul Vincensini
59 有限会社フォンデュ・ベーカリー

東京

89 飛騨漬物食品株式会社

90 株式会社濱田
91 竹原給食株式会社
92 広島焼 松尾
93 鰹ふりだし
94 川田食品
95 石野商店
96 向春草

60 豆のさがみや
61 株式会社守矢武夫商店
62 株式会社石はら
63 株式会社桑原ハム
64 田辺インターナショナル株式会社
65 中国料理 正華
66 株式会社中條
67 蒲田 谷口商店
68 ピークヤム株式会社
69 マザーズミートプラザ
70 明山茶業株式会社
71 矢代硝子加工所
72 がんばろう！熊本 熊本物産展
73 LES CACAOS
74 株式会社エムダブリュ
75 鰻いづみ
76 株式会社冠城園
77 墨田洋菓子研究所

84 昆布じめ刺し身のかねみつ
85 LLP三河つくだ煮販売
86 宮川産業株式会社
87 やまさち工房
88 奥飛騨酒造株式会社

中部・西日本

79 山岳手打そば 一寿
80 有限会社アベシュウ食品
81 いなほ新潟
82 株式会社ごはん
83 株式会社長門牧場

甲信越



出展者一覧

食の商談会
会場マップ

食の商談会／マップ／出展者一覧　5

96 しらかみファーマーズ
97 長島漬物食品株式会社

99 株式会社スタースーパーフーズ・
インターナショナルジャパン

100 長谷川醸造株式会社
101 キャナルフーズ株式会社
102 ココナッツ専門店 ココウェル

（株式会社ココウェル）
103 有限会社紀の国食品

98 紀州の小さな梅やさん

104 米沢牛卸 肉の上杉
105 有限会社鳥末食品
106 株式会社恋する豚研究所

108 ＢＩＯ ＰＲＯＪＥＣＴ

107 株式会社ディバース
（スペイン食材輸入販売）

109 株式会社光希
110 淡路島 株式会社嶋本食品
111 鹿児島県オーストリッチ事業協同組合

精肉・ハム

112 大栄ファーム
113 企業組合 美郷ストロベリー
114 株式会社アグリネイションズ
115 テクノサド株式会社
116 農業生産法人 旬果市場

119 たかた菜園

117 ポタジェやすおか
118 株式会社まんま農場

野菜・果物

120 佐々木巧芸社 なまはげや
121 サカノ繊維株式会社
122 サニー産業株式会社
123 Ｊａｐｏｎｅｉｒａ株式会社
124 有限会社砂原石材
125 ショコラミル・ジャパン

インテリア等食卓演出・その他

94 中央ヤング商事株式会社
95 秋田県信用組合 

田舎ベンチャービジネスクラブ

健康食品

87 デリシャスファーム株式会社
88 ポタポタクラブ
89 磯沼ミルクファーム
90 クライナーファイグリング
91 雪鶴・田原酒造株式会社
92 ホワイト食品工業株式会社
93 株式会社ドラフトワイン・システム

酒・飲料

63 ひたちの納豆屋
64 チョウショク商事株式会社
65 有限会社さくら食品（宇都宮餃子館）

67 ひ志お〔醤〕 銚子山十
68 株式会社利根食品

70 一印かまぼこ屋
71 塩蔵や

（カネヨ運輸株式会社カネヨフーズ）
72 シーフードカンパニー能水商店

74 アルプス物産株式会社
75 軽井沢 幻の三笠ホテルカレー
76 トナミ醤油

66 株式会社たきじ

73 株式会社ライフプロモート

77 七福醸造株式会社
78 ヤマシン醸造株式会社
79 いのちゃんのおつけもの・おみそ
80 金三焼肉のたれ
81 木桶仕込み・天然醸造醤油「足立醸造」
82 株式会社樽正本店

84 株式会社川根
83 株式会社鳴門千鳥本舗

85 株式会社三幸産業
86 株式会社猫島商店

69 株式会社Ｋ＆Ｔ

1 桜咲くさくらゼリー
2 いわきユナイト株式会社
3 株式会社郡山製餡
4 ソイビンフーズ株式会社 

株式会社長島食品
5 文珍楼
6 ＰＡＲＩＳ ｄ’ＡＵＴＯＭＮＥ（パリ・ドートンヌ）
7 東京ベジタブル
8 有限会社十庵
9 二葉製菓株式会社

11 雪国庵 あめ友
10 Ｈｉｍａｌａｙａ Ｃｕｒｒｙ（ヒマラヤカリー）

12 有限会社乙まんじゅうや
13 コパフーズ
14 中央物産株式会社
15 軽井沢トルタ株式会社
16 スギ製菓株式会社
17 畑のお姫様
18 有限会社ボンパルク
19 酪農Ｃａｆｅ Ｍｏｕ Ｍｏｕ Ｋｉｔｃｈｅｎ
20 本格無添加ドイツパン専門店 

ベッカライ・ベック
21 瀬戸内・広島 柑橘屋
22 株式会社グリーンファーム

菓子・ケーキ・パン

26 お茶のまるたか堂
（日本茶＆和カフェ『MARUTAKADO』）

27 丸徳海苔株式会社

28 有限会社松林製茶場

23 狭山茶 信濃屋・備前屋

24 株式会社ナガイのり

25 ＫＡＲＵＩＺＡＷＡ ＣＯＦＦＥＥ ＣＯＭＰＡＮＹ

海苔・お茶・コーヒー

29 有限会社釧路フィッシュ
30 株式会社高徳海産

魚介・鮮魚・海産品

62 エコファーム飯島

57 二條亭（旭川駅立売商会株式会社）
58 Ｍｅａｔ Ｍｅｅｔｓ Ｓａｋｕ！ 

株式会社佐久精肉店
59 ワダカン株式会社
60 大蔵わさび
61 有限会社ファーチェ

調味料・惣菜

43 飛騨とらふぐからあげ
44 ハナマル食品株式会社

42 きざみ昆布の小林昆布

31 東日本フーズ株式会社
32 株式会社夕月
33 こだわり缶詰は高木商店
34 北茨城元気プロジェクト 

株式会社まえけん

36 ダイマル食品株式会社
37 有限会社フカサク
38 株式会社アジル
39 築地 内長
40 昆布じめ刺し身のかねみつ
41 有限会社くらべ水産

35 木更津市場株式会社

54 忍びの里 鹿深米
55 麺匠庵 明和株式会社

53 有限会社老田屋

56 小山製麺

51 株式会社新潟農園

45 有限会社角屋
46 株式会社竹本商店
47 コスミック株式会社
48 元祖 魚めん

50 千鳥製麺 ～ちどりせいめん～

52 豊橋糧食工業株式会社

49 有限会社里コーポレーション

穀類・麺類

126 株式会社嘉六

126



商談会
全国の信用組合のお取引先の中から126社にご出展いただきました。
新日本スーパーマーケット協会等のネットワークや新聞、ウェブ広告などを通じ、約600人の
バイヤーが会場を訪れたほか、予約商談会においても、活発な商談が行われました。

6　商談会

全国から食にまつわる様々な業種の出展者にご出展いただきました。
初出展の方も多かったのですが、商品の特徴や材料、製造方法などについても積極的にバイ
ヤーへ向けてアピールし、商談へ繋げている様子がうかがえました。
本商談会にのみ出展している事業者もいるため、バイヤー側も新たな出会いがあり、有意義な
時間となりました。

展示ブース

予約商談会

主催者が個別にバイヤーをお招きした予約商談会が行われました。
商談席は昨年と比べ、広めのスペースを確保しましたが、事前予約でほぼ満席になり、昨年
よりも多くの商談が行われました。
予約商談ブースでは、じっくりと腰を据えた話ができ、商談がさらに進みました。



物産展

物産展　7

全国から味自慢の95社が出展し、お客様をお迎えしました。
ご当地ならではの菓子・麺類・調味料やお酒等、幅広いジャンルの食品が勢揃いし、
ここでしか手に入らないものも多く、来場者は目新しい商品を楽しんでおられました。

各社それぞれ自慢の一品で来場者に楽しんでいただきました。地域限定の商品があったり、
地産素材を有効に生かす工夫が多く感じられた物産展となりました。
試食・試飲やご当地キャラなどをつかって各事業者や参加信用組合それぞれが来場者をおも
てなししたことで、天候には恵まれませんでしたが、4,000名を超える方にご満足いただき、
熱気あふれる様子でした。
また物販だけではなく、バイヤー訪問による商談や、出展者同士の交流もみられました。

展示ブース

毎度恒例の抽選会は今年も大好評で、出展者からご提供いただいた選りすぐりの商品を詰め
合わせた 「お楽しみ福袋」は本物産展ならではのオリジナルコンテンツとなっております。

お楽しみ抽選会

会場内には、「観光・温泉コーナー」が設けられました。
いま流行りのVR体験を実施していたりと話題になるコーナーも多く、人だかりができていました。

観光・温泉コーナー



出展者アンケート（商談会）

8　出展者アンケート（商談会）

その他お寄せいただいたご意見
・事前に根回しがされていたような感じで、個別商談もでき満足できました。
・期待していた通りで、とても良い商談会でした。
・今回からの個別商談。良好でした。ありがとうございました。
・初めての参加でしたが、様々な業種の方々とお話でき、とても良かった。
・他社さんの展示が勉強になります。
・商談会が分かれていたのは非常に良い。ターゲットをしぼれ、無駄が無いのが良かった。
・今後につながるお話ができました。有難うございました。

商談社数（対バイヤー）

5社未満 48%

21社以上
10%

6～10社 26%

11～15社
7%

16～20社
9%

感想の理由
（満足・ほぼ期待どおりの内訳）

企画 20%

時間配分 3%

バイヤー 38%

来場数 35%

その他 4%

来年参加の意向

参加したい 73%

分らない 25%

参加しない 2%

商談継続、成立見込み社数

5社未満 87％

16社以上 1％

6～10社
10％

11～15社 2％

出展者同士の商談有無

あり 67%

なし 33%

商談会参加の感想

満足 19％

ほぼ期待どおり 70％

期待はずれ
10％
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バイヤーアンケート（商談会）

その他お寄せいただいたご意見
・各社の熱心さが強く感じられました。
・混んでなくてゆっくり話ができたので◎、他の展示会に出ていない企業が多く◎
・ありがとうございました。新しい製品に出会いました。
・初めて出展される方が多かった。
・ちょうど良い規模だと思いました。
・ぜひともまた参加したいです。

商談会参加後の感想

満足 35%

ほぼ期待どおり 58%

期待はずれ 7%

商談社数（対出展者）

5社未満 69%

6～10社 22%

11～15社 4%

16社以上 5%

感想の理由
（満足・ほぼ期待どおりの内訳）

企画 18%

時間配分 6%

出展商品 50%

出展者数 25%

その他 1%

業種

来年参加の意向

参加したい 82%

出展者による 7%

分からない 10%
参加しない 1%

卸売業 27.6%

飲食業 11%

製造業
10.3%小売業

8.5%

商社
8.3%

通販・ギフト5.9%

百貨店 3.2%

スーパー 2.2%
官公庁 1.6%

ホテル・旅館 1.2%
　コンビニ 0.2%

　その他事業者
19.9%



10　出展者アンケート（物産展）

出展者アンケート（物産展）

その他お寄せいただいたご意見
・遠方からの出展なので二日間開催を希望致します。
・信組様達のご協力が大変助かりました。客層も良く年に一回ではなく二～三回開催して頂きたいくらいです。
・初めての参加でありましたが、集客力の大きさに予想以上の売上につながりました。
・固定のお客様に十分お買い上げいただきありがたく存じます。イベント前オペレーションもわかりやすくスムーズでした。
バイヤー様ともじっくり話をさせていただきました。
・天気（雨）が残念でした。バスツアーのお客様がたくさん来場くださり助かりました。
・前回に続きこのような所での販売のやり方がとてもむずかしいと思っています。
どのようにしたらより販売できるのかは課題と感じています。勉強になります。
・平日開催ということで客層が年配の方が多かった気がします。

感想の理由
（満足・ほぼ期待どおりの内訳）

来場者数 33％

来場者層 27％

宣伝、PR 29％

マーケット
の調査
8％

その他 3％

売上目標達成状況

大きく上回った 1％

達成できた 34％

まあまあ
1％

少し足りなかった 39％

全く達成しなかった
25％

参加の感想

満足 32％

ほぼ期待どおり 55％

まあまあ 1％
予想通り 1％

期待はずれ
11％

来年参加の意向

参加したい 62％

分からない 36％

参加しない 2％



来場者アンケート（物産展）
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その他お寄せいただいたご意見
・新鮮な商品、特産品があり良かった。
・売り手の方は親切に説明してくれ感じ良かった。
・イベント面からすると楽しめました。スタッフとの会話も楽しめました。
・デパートで行われているものとは違い、とても暖かみがあり、感じが良かった。
・地域の限定された紹介、物品で地方再生の面からも大変よかった。毎年来て居ますが来年も又楽しみです。
・地産素材を有効に生かす工夫が感じられた。
・色々、アンケートキャンペーンや試食があり楽しかったです。
・店が沢山ありすぎて迷っていた。
・好きなものが格安で買えて良かった。
・身近に手に入らない様な物が説明を受けて買う事が出来た。
・信用組合の取引先という安心感があるので気にする事無く買物が出来た。
・地元の方々の熱意に心打たれました。来年も楽しみにしております。
・ネットで調べられる時代。しかし、作り手売り手の方の声は大変貴重な事、改めて実感しました。有難うございました。
・地方のものが直接手にとってみられるのが良い。
・全国のめずらしい商品を見つけました。
・貴重な機会をありがとうございました。祖父・祖母等が大切にしていた郷土の産品もあり、懐しく、楽しかった昔日が脳裏に浮かびました。

性別

男性 33%

女性 67%

来年も来場したいか

来場したい
74%

お店による
9%

分からない
14%

来場しない 3%

物産展の感想

期待はずれ
9%

満足 36%

ほぼ期待どおり
55%

感想の理由
（満足・ほぼ期待どおりの内訳）

欲しかった商品が
手に入った 10%

普段売って
ないものが
買えた 17%

全国のものが
集まった
11%

地域の素材が
活かされている

11%

作り手の
顔が見える

10%

価格が手ごろ
8%

こだわりが見れた 6%

試飲・試食ができた
18%

抽選会 7%

その他 2%

年代

40代 12%

50代 12%

60代 18%

70代 47%

20代 4%

30代
7%



主催者お問い合せ先主催者お問い合せ先
… TEL : 03-3562-5317
… TEL : 03-3567-2452
… TEL : 03-3567-6211

全 国 信 用 協 同 組 合 連 合 会
一般社団法人全国信用組合中央協会
一般社団法人東京都信用組合協会


