
裏面または県 HP から参加申込書をダウンロードしてお申込ください！

富山県 / 富山県商工会連合会 / 富山県農業協同組合中央会主　催

開催日

（公財） 富山県新世紀産業機構 ・ 富山県よろず支援拠点 / （独） 中小企業基盤整備機構北陸本部共　催

富山県商工会議所連合会 / 富山県中小企業団体中央会 / 富山県信用保証協会 / （一社） 富山県中小企業診断協会 /

富山県漁業協同組合連合会 / 富山県森林組合連合会 / （一社） 富山県農業会議 / 富山県生活協同組合連合会

協　力

令和３年２月１７日水

時　間 第１部　１０：００～１２：１５ （開場９：３０～）

第２部　１３：００～１７：００

対　象 農商工連携に取り組む事業者

興味がある中小企業者、 農林漁業者

関係機関等

総合司会 スマイルパートナーズ代表　中小企業診断士

石田　智子 氏

第１部

講師

１０：００～ 開会挨拶

１０：２０～１１：１０ 講演会

Smile Circle 株式会社　代表取締役　岩城 紀子 氏

２０２０年５月放送経済情報番組で反響！

「地域の農林水産物を活かした
人気 『加工品』 の作り方」

１１：２０～１２：１５ パネルディスカッション

モデレーター

大塚 耕太郎 氏 （富山県よろず支援拠点　コーディネーター　農学博士）

パネリスト

岩城　  紀子 氏 （Smile Circle 株式会社　代表取締役）

稲垣　  貴彦 氏 （若鶴酒造株式会社　取締役）

池上　  靖子 氏 （合同会社グリーンフィールドアカデミー　代表）

黒﨑　  陽子 氏 （株式会社黒崎鮮魚）

打田　  覚志 氏 （（独） 中小機構北陸本部　企業支援課長　中小企業診断士）

「とやまの農商工連携の未来を語ろう」 第２部

富山国際会議場　２階多目的会議室

富山国際会議場　２階特別会議室

１３：００～１７：００

バイヤー

Smile Circle 株式会社、 県内地域スーパー　、 富山県いきいき物産 ( 株 )、

富山県生活協同組合連合会、 JA 直売所、 県内ＳＡ、 道の駅等

マッチング商談会

マッチング商談会＆相談会参加者大募集！

場　所 富山国際会議場　〒９３０-００８４　富山市大手町１-２ ・ 富山駅より徒歩約１５分　 ・ 富山駅より市内電車 「環状線」 で約７分、 国際会議場前下車
・ 富山空港より車で約１５分　 ・ 北陸自動車道富山インターより車で約１０分

参加
 無料！

参加者
大募集

1972年兵庫県生まれ。 ギャップジャパン、 機能性食品

開発のバイオベンチャーを経て、 2008年にスマイル

サークル株式会社を設立。

生産者に代わって販路拡大、 商品開発を担う傍ら、

さまざまな食品会社のコンサルタント業やバイヤー代行

を務める。

2014年に株式会社グランドフードホールを設立。 兵庫

県芦屋市と東京 ・ 六本木に店舗を展開。 百貨店など約

100社の販売先、 全国各地の約2600社のメーカーと

取り引きしている。

主な著書 「裏を見て 「おいしい」 を買う習慣」 （主婦の

友社） （2020年9月）

令和２年度

と
や
ま

富山国際会議場

富山市民プラザ●

オーバードホール●

●フェリオ・富山大和

●富山商工会議所国際会議場前

富山城址公園

●富山市役所●富山県庁

富山駅

農林漁業者と中小企業者の連携で
新たな可能性を広げよう！

農林漁業者と中小企業者、 支援機関がワンチームで、 それぞれの

強みを活かして新商品開発や販路開拓につなげるヒントがここにあり

ます！アドバイザーや農商工連携に成功している事業者、 商品を求めて

いる販売者の生の声を聴き、 さまざまな事業者の方々と異業種交流

や情報交換を行う絶好の機会です。 ぜひお気軽にご参加ください！

本年度は事前調整型 （マッチング方式） 商談会を開催いたします。

詳細はエントリー後に事務局よりメールにてご案内をお送りさせていただきます。

参加者様の情報 ・ 商談商品を来場バイヤーに開示、 商談希望を募り、

時間割に沿って商談を行います。 他、フリー商談の時間も予定しております。

支援機関の連携による相談会も開催しますので、 奮ってお申込みください。

会場開催

会場開催

オンライン配信

会場開催 オンライン配信

新型コロナウイルス対策を
徹底のうえ開催します マスク着用、手指消毒液の設置、検温の実施のほか３密を回避して運営しますので安心してお越しください。

会場定員100名

中部経済産業局 電力 ・ ガス事業北陸支局 / 全国商工会連合会後　援



株式会社 ジェック経営コンサルタント
富山県富山市湊入船町3-30

〈フォーラム事務局〉

FAX.076-444-1135
076-444-0035TEL.お問い合わせはこちら　

〈担当／第3事業部 小見〉

０７６-４４４-１１３５FAXt.forum@jeckc.comE-mail

参加申込書
令和２年度

とやま農商工連携フォーラム

※一般の方は、氏名のみご記入ください。

〒　　　　　　－

－　　　　　　－ －　　　　　－

ご記入いただきました個人情報は、 本事業以外の目的では利用いたしません。 また、 承諾なく第三者に提供することはありません。

下記申込書に必要事項をご記入の上、 E-mail または FAX にてお申し込みください。

▼参加希望の欄に〇をつけてください

このフォーラムを何で
お知りになりましたか

※農商工連携にかかる施策活用、商品開発、販路開拓、デザイン活用、
　マッチング支援等の悩みがございましたらぜひこの機会にご相談ください。

※詳細はエントリー後に事務局よりメールにてご案内をお送りさせていただきます。

※詳細は事務局よりメールにて
　ご案内させていただきます。

相談希望の内容

商談希望の内容第２部 マッチング商談会参加希望

マッチング相談会参加希望

第１部セミナー・パネルディスカッション参加希望（　　　来場　　　/　　　オンライン　　　）

事 業 者 名

ご 担 当 者

所 在 地

電 話

E-mail

申込締切 ： ２０２１年１月２２日 （金）

FAX

資本金

役　職

役　職

役　職

参加者氏名

参加者氏名

参加者氏名

E-mail

E-mail

E-mail

主な生産物や

事業内容、商品等

自社の取り組みや

商品のPRポイント

興味のある生産品や加工品、

または希望する販路、加工技術、

施策活用等

（従業員数　　　名）
※必ず記入ください

業種

【コロナ対策に係る重要なお願い】
当日は検温のうえマスク着用でご参加ください。

当日発熱や風邪の場合は、 事務局宛て （TEL ： 076-444-0035） にご連絡の上、 ご欠席ください。

□県案内　　　　  □商工会案内　　　□農協案内　　□新聞　   　□県のHP　　
□商工会のHP　　□農協のHP　　       □県 SNS　　    □その他（　     　　　）


