
　山梨県商工会連合会・県下商工会は、県内の中小企業支援機関及びＪＡ等と連携し、中小
企業者や農林漁業者等がお互いの経営資源や地域資源を活用して開発した商品等の商談や販
路開拓、取り組みの紹介を中心とした「農商工連携マッチングフェア」を開催いたします。

平成26年度

日　程 平成27年1月28日（水）
　　 13時30分～17時　

対象者 仕入れ企業の皆さま
●スーパーマーケット●百貨店●小売業者
●卸売業者●食品メーカー●飲食店
●レストラン●ホテル/旅館●その他

場　所
甲府富士屋ホテル
1階グランドホール〈昇仙閣〉
山梨県甲府市湯村3-2-30 TEL.055-253-8111

新たな
“出会い”“ひらめき”が　待っている！

●主催：山梨県商工会連合会・県下各商工会
●共催：山梨県中小企業サポート連携拠点会議（山梨県　公益財団法人やまなし産業支援機構　山梨県中小企業団体中央会　甲府商工会議所　富士吉田商

工会議所　山梨県信用保証協会　㈱日本政策金融公庫甲府支店　㈱商工組合中央金庫甲府支店　㈱山梨中央銀行　甲府信用金庫　山梨信用金
庫　都留信用組合　山梨県民信用組合）　（一社）山梨県中小企業診断士協会　ＪＡバンク山梨　（順不同）

●後援：関東経済産業局　関東農政局　中小企業基盤整備機構関東本部　全国商工会連合会　（順不同）

出展企業の概要はＨＰをご覧下さい。　http://www.shokokai-yamanashi.or.jp/ 山梨県商工会連合会

参加申し込み
出来る限り、事前の参加申し込みをお願い致します。
裏面の参加申込書に必要事項をご記入の上、平成27年
1月23日（金）迄に、ＦＡＸにて申込んで下さい。

出展企業数 11月30日現在 62社
※裏面一覧参照

Access Information
●お車でお越しのお客様
八王子より約90分（100km）

中央自動車道

中央自動車道
八王子JCT 甲府昭和IC

●電車でお越しのお客様
新宿駅より約130分

特急あずさ・かいじ

100分～120分

山梨交通バス　敷島営業所方面
（甲府駅南口3番乗り場より乗車）

約10分

県道7号線アルプス通り・県道6号線山の手通り

約15分

徒歩

約1分
新宿駅 甲府駅 湯村温泉

入り口
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仕入業者等の皆様には、新たな
商品発掘の機会として、ぜひ本展示・
商談会へご参加下さい。

お問い合わせ先
TEL.055-235-2115
FAX.055-235-6756
E-mail  shien@shokokai-yamanashi.or.jp〒400-0035  山梨県甲府市飯田2-2-1

山梨県商工会連合会 経営支援課
　　　　　　　　　  （担当：若林・大久保）

山梨県商工会連合会・県下商工会・山梨県中小企業サポート連携拠点会議

開催のご案内

入場

無料！
入場

無料！

食品・加工品等の

昨年の様子

農商工連携
マッチングフェア
農商工連携
マッチングフェア
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参加申込書 山梨県商工会連合会　FAX番号 055-235-6756
必要事項をご記入の上、FAXまたは、お近くの商工会の窓口にお渡し下さい。

平成27年1月23日（金）までに、FAXにて申込んで下さい。

会 社 名

業 種

スーパー /ＧＭＳ 小売業 卸売業 食品メーカー

飲食業 サービス業 ホテル /旅館 その他

該当するものに○を付けて下さい。

所 在 地

（〒　　　　－　　　　　）

電話番号（　　　　―　 　　　―　　 　　）　 FAX（　　　　―　　　 　―　　 　　）

参加者氏名 （所属役職名）

参加者氏名 （所属役職名）

参加者氏名 （所属役職名）

参加者氏名 （所属役職名）

参加者氏名 （所属役職名）

企業名 主な商品名 企業名 主な商品名
割烹立よし 桜肉ワイン煮､ とりもつ煮､ 富士川街道馬力佃煮

甲斐の桑物語(甲斐市商工会) 桑の実ジャム､ フルーツソース､ 桑茶､ 桑パウダー

甲州地どり市場 甲州地どり正肉セット

株式会社昇公 マグロ加工品 ｢ねぎとろ｣、｢まぐろハンバーグ｣

長谷川醸造株式会社 信玄小梅ぼし昆布漬､小梅干ししそ漬､カリカリ甲州小梅

ゆば工房五大 角ゆば等

味酒房伊万里 木炭パウダーのヘルシー麺谷村(やむら)ブラックうどん

農業生産法人上野原ゆうきの輪合同会社 キヌア粒､ キヌア粉､ チュパクラフィー(キヌア葉野菜)

BUDAWA甲州 ワイン、ワインビネガー

株式会社東屋ミートセンター 富士北麓のミネラルウオーターで作ったハム･ソーセージ

合同会社あんきばあ－ば 一泊ほうとう､ ドンと旨い豚もつ煮､ ぜいたく馬ぃもつ煮､ 香り唐がらし

株式会社富士種菌 原木しいたけ栽培セット『きのこ狩り』､ 原木生しいたけ

信玄館 特製味付けほうとう･巨峰ゴーフレット･桃ゴーフレット

ベリーファーム･Ａ 山梨産限定フルーツジャム､ 里山で摘んだ花びらジャム

株式会社東夢 甘味果実酒葡､ 蘭酎25(白)､ 葡蘭酎20(赤)､ ワインパミスジャム･お塩

アサヤ食品株式会社 ぶどうの恵み､ 熟成ぶどう酒

特定非営利活動法人かしのみ 季節の果物のドライフルーツ､ 山梨･長野県産リンゴ各種

大北農園 ベジアイス

こだわり野菜市 黒米パウダー､ ヤーコンパウダー､ かぼちやパウダー

白州屋まめ吉株式会社 大豆や米､ 人参等の植物性素材を主原料とする乳酸発酵飲料

株式会社丸政 駅弁･ぎょうざ

岩下温泉旅館 飲む温泉水 ｢岩下温泉水｣

農事組合法人茶工房まるわ 和紅茶､ ゆず茶､ 高級煎茶､ 棒ほうじ茶

キャラバンコーヒー甲府店 有機コーヒー､ カフェインレスコーヒー､ コンパクトエスプレッソコーヒーメーカー

農事組合法人南アルプスシルクファーム 桑の葉パウダー､ 桑の葉パウダーを使った商品

国立大学法人山梨大学 4学部の案内・産学官連携事業の活動等の紹介

山梨製粉株式会社 甲斐路粉､ パンケーキミックス等

有限会社忍沢養殖場 ヤマメ､ イワナ､ 甲斐あかね鱒

有限会社農業法人清里ジャム 飲むジャム､ 新・甲州ハ珍果ラスク､ スモールフルーツジャム､ 甲州ジャム

有限会社サンスペースアメニティ 硫酸カルシウム系特殊肥料土壌改良材、白線材､ 山中湖まりもマカロン

株式会社専匠 酒燻豚､ 酒粕肉みそシリーズ

株式会社飯嶋製麺所 巨峰そうす

SUNラズベリー明野 ラズベリー各種(ソース､ ジュウス､ 飲む酢､ 冷凍ラズベリー､ ブラックベリージュウス)

有限会社横内製麺 甲州信玄ほうとう

然企画 紅露柿(くろがき)

フジチギラ株式会社 ネクタイ､ ストール

こうはん農園 果実袋掛けグローブこうはんくん

株式会社海老屋 天使の贈り物(濃厚焼きプリンケーキ)､ 桃のコンポート

山梨県よろず支援拠点 中小企業支援

コンディトール アイスコロッケ

株式会社YAMATO シカ肉の背ロース､ もも肉

夢民 自家製桃のコンポート､ 赤ワイン煮、白ワイン煮

(独)中小企業基盤整備機構関東本部 農商工等連携･地域資源活用・新連携事業

日本政策金融公庫 国民一般､ 農林水産業者､ 中小企業者向け融資制度

有限会社小林牧場 甲州ワインビーフ

藤巻酒店 手作り丸ごとグレープフルーツゼリー

株式会社志村製麺 山梨県産小麦100％使用のほうとう､ 富士川町名産 ｢みみ｣､ 信玄おざら

小菅村漁業協同組合 にじますのコンフィ

太冠酒造株式会社 山田錦無濾過生酒原酒､ パウンドケーキ(黒富士牧場放牧卵使用)

株式会社英雅堂 富士山麓の天然水

有限会社ミート･高橋 甲州ワインビーフコロッケ

ビーイング株式会社 富士山麓産ハチミツ､ 登山蜂蜜

株式会社フカサワ宝石 『信玄甲州金』純金箔キーホルダー､ 水晶伝統カットストラップ

株式会社菱和園 山梨のお茶ティーバッグ

株式会社斎庵 貴陽ジュース

合同会社清里ハム販売 ハム､ ウインナー

ふじかわ農業協同組合 ふじかわもろこ､ 柚子､ あけぼの大豆

甲信食糧株式会社 お日さまありがとう(葉面散布剤)、ソイルバランサー(土壌改良剤)

株式会社オオキ 農産加工に関するパッケージ

株式会社オオキ フューチャークラブ企画商品、6次産業化支援厨房機器･ラベルプリンター

道の駅とよとみ与一味工房 とよとみハム、とよとみボイルコーン

大和葡萄酒株式会社 スパークリングワイン、ワイン

※平成26年11月30日現在の申込出展一覧

出展者/出展商品一覧（予定）
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