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         主催者 謝辞 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 

第 4 回ふくほうビジネス商談会を開催させていただきましたことにつきまして、主催者より 

皆様に一言御礼申し上げます。 
 
当日は天候にも恵まれ、10 時の開場より午前中はバイヤー企業様、12 時からは一般のお客様

に多数ご来場いただきまして、当日の有効来場者数が 2,650 名、出展企業関係を合わせますと

3,000 名を超える方々にご来場頂きまして、商談会は大盛況のうちに無事終了することができ

ました。これもひとえに、商談会にご出展いただいた皆様や福邦クラブ会員、またご後援頂きま

した関係団体の皆様の多大なるご理解とご協力の賜物であり、深く感謝申し上げます。 
 
さて、この度の商談会のスタイルは、バイヤー企業様にも一般のお客様にも同時にＰＲしよう

という初めての試みであり、このスタイル自体や開催日時、弁当・スイーツイベントなどにつき

まして、主催者に対し、ご出展の方々やご来場いただいたお客様よりご不満やご指摘いただくこ

とも多数あろうかと存じますが、今回の課題は必ず次へ生かしてまいりますので、何とぞご容赦

いただきますようお願い申し上げます。 
 
私ども福邦銀行は、今回の商談会を通じて地域の農業や経済の活性化に寄与し、今後とも地域

金融機関としての使命を果たしてまいりたいと存じます。 
 
最後に、今回ご参加いただきました皆様方のますますのご健勝とご発展をお祈り申し上げます。 

謹白 
 

株式会社福邦銀行 
法人営業部部長 前田頼秀 
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         開 催 概 要 

● 名  称   第 4 回ふくほうビジネス商談会「ふくいやさしい食フェア 2010」 
 
● 開催日時   2010 年 6 月 9 日（水） 10：00～16：00 

 
● 会  場   福井県産業会館 2 号館 
 
● 主  催   福邦銀行 
 
● 共  催   福邦クラブ 
 

● 後  援   福井県／(財)ふくい産業支援センター／(独)日本原子力研究開発機構 敦賀本部 

         福 井 大 学 ／ 福 井 工 業 大 学 ／ 福 井 県 中 小 企 業 団 体 中 央 会 ／ 

( 社 ) 福 井 県 商 工 会 議 所 連 合 会 ／ 福 井 県 商 工 会 連 合 会 

 

● 出展者数   124 先 

 

● 来場者数   2,650 名  

〈事業者：323 社 537 名（主催者把握分）、一般：2,113 名〉 

 

 

 

 

           開 会 式 

● 開催日時  2010 年 6 月 9 日（水） 9：45～10：00 
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● 開催場所  やさしい食フェア会場内 特設会場 

 

● 主催者挨拶 株式会社福邦銀行   頭取   三田村 俊文 

 

● ご来賓   福井県 農林水産部 販売開拓課     課長   竹内 利寿

        財団法人 ふくい産業支援センター  次長   北野 達矢 

        株式会社シセード                 会長   中西 賢二（お客様代表） ※敬称略 

 

 

 

 

 

 

ご挨拶：竹内課長      中西会長 
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出展事業者名 所在地  出展事業者名 所在地 出展事業者名 所在地 

㈱青山 鯖江市  ㈱米五 福井市 ㈲毘沙門寿司 福井市 

㈱アクエア 東京都  小森商事㈱ 敦賀市 日野電子㈱ 坂井市 

㈱アジチファーム 福井市  ㈱サーフボード 福井市 ㈱ビリオンフーズハヤシ 福井市 

アットメール＆SEED 福井市  坂井地区４H クラブ 坂井市 ㈱ファーム大伸 福井市 

㈲あまから 福井市  ささえたまご農園 敦賀市 ファーム サルート 福井市 

鮎の食文化を育む会 勝山市  三里浜特産農業協同組合 坂井市 ファブリック・プレイン㈱ 福井市 

あわら市商工会 あわら市  ㈲三共農園加賀フルーツランド 加賀市 ㈱風香園 福井市 

㈶池田町農林公社 池田町  ㈱シーロード 棗の里農産 福井市 ㈱福梅 若狭町 

㈱いつも幸せ 敦賀市  JA 三方五湖 梅の里会館 若狭町 フク醤油㈱ 福井市 

㈱いづみや本店 越前市  若越印刷㈱ 敦賀市 福井大麦倶楽部 福井市 

㈱インスフィアファーム 坂井市  ㈲ショーエー 福井市 ㈱福井新聞社 福井市 

㈱ウララコミュニケーションズ 福井市  (同)笑人堂 大野市 福井県喫茶業協同組合 福井市 

永平寺町観光物産協会 永平寺町  神栄㈱ 坂井市 ㈶ふくい産業支援センター 坂井市 

永平寺町商工会 永平寺町  ㈲炊飯センターなんぶ 福井市 福井県食品加工研究所 福井市 

SFV 生産農場 大野市  全国ブランド食品 旨食 福井市 福井県農業試験場 福井市 

㈶越前おおの農林樂舎 大野市  TAKARA ﾁｰｽﾞ工房 池田町 福井県農林水産部販売開拓課 福井市 

越前町商工会 越前町  ㈲高島商事 福井市 福井工業大学 福井市 

㈱越前漬物本舗 越前市  ㈱武生製麺 越前市 ㈱福井製作所 福井市 

越前三国 重左エ門商店 福井市  ㈲谷口屋 坂井市 舟木酒造(資) 福井市 

M・R フーズ㈱ 福井市  ㈱田村長 小浜市 ㈱文七  福井市 

㈱エルゴン 越前市  ダートコーヒー㈱ 金沢市 ㈱平成大野屋 大野市 

㈱おおい おおい町  ㈱千鳥苑 美浜町 ㈲豊洋 福井市 

岡島食品工業㈱ 坂井市  ㈱土田鶏卵 福井市 ㈲ほっと今庄 南越前町 

岡野コンクリート㈱ 鯖江市  ㈱つるや 坂井市 ほっとカフェ 福井市 

小浜海産物㈱ 小浜市  (同)テラル真名川 大野市 ㈲街の牛乳屋さん 坂井市 

オリオンソーラー 
エンジニアリング㈱ 越前市  寺岸絹織㈱ 坂井市 ㈱松田あんころ五福餅本店 福井市 

㈲ガーデントーク 鯖江市  ㈱天晴データネット 福井市 (農)三留生産組合 福井市 

カメハメハ大農場の農家カフェ あわら市  桃宝食品㈱ 小松市 ㈱ミヤゲン 敦賀市 

カワイマテリアル㈱ 坂井市  豆豊富㈲小堂食品 小浜市 ㈱ミヤゴシ 福井市 

カワイローラ㈱ 永平寺町  ㈱とば屋酢店 小浜市 ㈱明光建商 越前市 

㈱カワグチ 福井市  ㈱名田庄商会 おおい町 ㈲メーコック有里 福井市 

川本昆布食品㈱ 敦賀市  西農園 坂井市 ㈱メッツ・エンタープライズ 大阪市 

㈱きっちょんどん 坂井市  
(独)日本原子力研究開発機構 

敦賀本部 敦賀市 ㈲山崎製麺所 福井市 

㈲キッチン天山 永平寺町  丹生農業改良振興会 越前町 吉川水産㈱ 越前町 

キリンビール㈱福井支社 福井市  ㈱のむきのエゴマ 勝山市 よしむら農園 若狭町 

㈱クォードコーポレーション 福井市  (同)harmonize ぴあっぱ 福井市 ㈲米又 福井市 

㈱グランディア芳泉 あわら市  (農)ハイテクファーム 越前市 ㈱ライズ 福井市 

クローバーファーム 大野市  はなひな農園 若狭町 力泉酒造㈲ 福井市 

玄米屋 たいぞう 鯖江市  ㈱羽二重餅総本舗松岡軒 福井市 ㈱レインボーフーズ あわら市 

コウノトリを呼び戻す農法部会 越前市  浜中農園 福井市 ワトム農園 福井市 

ごーじょーもん 坂井市  ㈲林孝太郎造酢 京都府   

㈱小牧 敦賀市  ㈱番匠本店 福井市   

        出 展 者 一 覧 (五十音順) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           会 場 図 
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         来場者一覧（抜粋）  （業種不同、五十音順）

来場事業者名 業 種 所在地 来場事業者名 業 種 所在地 

㈱アイビックス 警備 福井市下馬 カフェ セラビ 飲食 越前市上太田町

葵家具 家具販売 福井市新田塚 ㈱鎌仁商店 酒・飲料卸 越前市問屋町 

青山観光サービス㈱ 飲食 越前市横市町 カワイ㈱ 石油製品販売 他 越前市上太田町

明石商事㈱ 食料・飲料卸 大阪府大阪市 ㈲環境システム設計 設備 福井市花堂東 

アキラ㈱ 建設 福井市高木 ㈱冠婚葬祭福井互助センター（ブランカ） 冠婚葬祭 福井市西谷 

アクト設計 建築設計 福井市渕 祇王運送㈱ 運送 福井市菅谷町 

㈱アコス 冷凍食品卸 福井市下細江 北潟リゾート㈱ （あおい商事） 宿泊 あわら市北潟 

あさひ愛農園 農業 越前町内郡 木下鉄工㈱ 食品関連機械製造 坂井市丸岡町 

朝日食品工業㈱ 食品製造 京都府久世郡 ㈱共栄データセンター IT 福井市月見 

㈱芦見屋 食品スーパー 大野市友江 共立産業㈱ 機械器具設置 福井市月見 

アスコジャパン㈱ 商社 愛知県名古屋市 クッキングハウス アリス 料理教室 福井市大手 

アズ・リンク㈱ 建築 福井市飯塚町 クッチーナ 飲食 福井市中央 

アズワンテクノ 環境関連資材販売 福井市松本 ㈱桑の井（カントリーママ） 弁当惣菜製造 福井市北四ツ居

アルビス㈱ （稲寄店、高木店） 食品スーパー 越前市、福井市 ㈱ケイ・マックス 広告代理店 福井市和田東 

㈱五十嵐商会 食肉卸 石川県金沢市 ㈲工協社 建設 福井市上中町 

イケウチ㈱ 乾物卸 石川県金沢市 (名)河原酢造 食品製造 大野市吉 

井坂繊維㈱ 細幅織物 福井市上森田 ㈱ごーる堂 製粉業・アイスクリーム製造 福井市畠中町 

旬菜料理 いし田 飲食 福井市江端町 コバヤシ 山中漆器 勝山市北郷町 

いずみや㈱ 食品販売 越前市矢放町 小林電工㈱ 電気工事 福井市松本 

民宿 いそや 宿泊 坂井市三国町 ㈱米五 味噌製造販売 福井市春山 

(福)一乗谷交愛会（あさくら苑） 老人ホーム 福井市下六条 居魚菜家 ごろうじ 飲食 福井市種池 

一喜 飲食 坂井市丸岡町 ㈱サークル K サンクス コンビニ 石川県金沢市 

㈲イッセイ 果実卸 越前市芝原 ㈱サカイミート 食肉卸 坂井市坂井町 

伊藤忠ライス㈱ 商社 東京都港区 坂川建設㈱ 建設 福井市宝永 

伊藤忠商事 商社 福井市順化 佐々木織産工業㈱ 細幅織物 福井市木田 

伊那食品工業㈱ 名古屋支店 海藻加工 愛知県小牧市 佐々木食肉産業㈱ 精肉販売 鯖江市本町 

㈱井ノ口電気 電気工事 三方上中郡 サラダ館丸岡バイパス店（ギフトよしざわ） ｷﾞﾌﾄ販売 坂井市丸岡町 

イル・ヴァ・ビヤン 飲食 福井市高木町 ㈱サワイ 飲食 福井市渕 

㈲いわし屋 飲食 福井市順化 ㈱サンクス・ホクリア コンビニ 石川県白山市 

イワシタ商事㈱ 温浴施設運営 福井市円城寺 サンベース大野㈱ 電子電気機器製造 福井県大野市 

ヴィラグランディス （㈱かづ美） ブライダル 福井市舟橋新町 山楽亭 飲食 吉田郡永平寺町

㈲うるし工芸 藤 漆器販売 鯖江市定次町 ㈱サンワビルド 建築工事 福井市高柳町 

㈱AB コーポレーション 土木工事 福井市四十谷町 ㈲シオタ 食品卸 越前市三ツ口 

江上米穀店 農業 福井市江上町 ㈱北陸シジシー 食品卸 石川県白山市 

エコテックス㈱ サービス業 福井市今市町 ㈱システムグラフィ ＩＴ 鯖江市下河端町

㈱エコ・プランナー 建設コンサルタント 福井市渕 志保重 菓子製造販売 小浜市山手 

越前旬材王国 農産物販売 福井市大和田 ㈱嶋岩 かまぼこ製造 京都府舞鶴市 

越前竹人形協同組合 土産品製造販売 坂井市丸岡町 レストラン樹樹 飲食 鯖江市三元町 

㈲エヌ・エム調査設計 設計 福井市高尾町 ＮＰＯ法人障害者自立援助センターしいのみ 福祉 坂井市丸岡町 

㈱エヌテック リサイクル 福井市照手 真栄青果㈱ 青果物仲卸 福井市大和田 

㈱エフワイ運輸機工 運送 福井市川合鷲塚 ㈱スカルト 電気工事 福井市石盛町 

㈱ＦＢＣアドサービス 広告代理店 福井市北四ツ居 ㈱スマートプロモーション ＩＴ 大野市中丁 

㈱エム・エイチ・ビー 食品スーパー 東京都港区 ㈱セイカ食品 菓子 坂井市丸岡町 

㈱大江戸 飲食 越前市葛岡町 ㈱清風荘 宿泊 あわら市温泉 

㈱大津屋 北鯖江ＰＡ コンビニ 鯖江市下河端町 西洋フード・コンパスグループ㈱ 食品小売 南条郡南越前町

㈱大津屋 コンビニ 福井市西木田 ㈲せくみ屋 宿泊 小浜市白鬚 

オグラヤ商事㈱ 食品製造販売 坂井市三国町 セコム㈱セコムの食 通販 東京都渋谷区 

小田こんぶ 海産乾物卸販売 福井市順化 ㈱セブンイレブン・ジャパン コンビニ 石川県金沢市 

㈱折玉 包装資材卸 福井市堂島 ㈱総建ハウジング 総合建築 福井市問屋町 

（合）開花亭 料亭 福井市中央 ㈱大協 印刷、包装資材 福井市定正町 

㈱かがみや 小売業 福井市城東 喫茶 タイム 飲食 福井市成和 

㈱柿市商店 青果食料品販売 石川県金沢市 ㈱高井屋 果実販売 福井市丸山 

㈱かど商店 包装資材製造販売 福井市加茂内町 ㈱高岡 食品製造卸 福井市高柳町 

カナカン㈱ 福井支店 食品卸 福井市重立町 ㈱高砂 式場 福井市成和 

カナカン㈱ 食品卸 石川県金沢市 ㈱タカダフーズ 食品スーパー 大飯郡高浜町 

㈱金沢名鉄丸越百貨店 百貨店 石川県金沢市 ㈲タキダエンタープライズ 食品販売 福井市坂井市 

金沢ターミナル開発㈱ 食品スーパー 福井市中央 拓信産業㈱ 不動産 福井市灯明寺 

㈱かねいち水産 鮮魚卸・小売 丹生郡越前町 武生青果㈱ 青果物卸売販売 越前市矢船 

㈱かねとも 鮮魚卸・宿泊 丹生郡越前町 ㈱武生総合食品市場 地方卸売市場 越前市矢船町 

おしのびダイニング 香暖かのん 飲食 福井市大宮 ㈱タナックス 紙卸 福井市今市町 
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来場事業者名 業 種 所在地 来場事業者名 業 種 所在地 

タベルナ アルベロ 飲食 福井市高木中央 ㈱ホームセンターみつわ 小売 福井市川合鷲塚町 

㈱チカイ商事（サバエシティーホテル） 宿泊 鯖江市桜町 ㈱ポオトデリカトオカツ（北陸工場） 食品製造 福井市西開発 

中央測量設計㈱ 建設コンサル 福井市大和田 ㈱北陽製作所 製造業 坂井市春江町 

中央不動産販売㈱ 不動産 福井市中央 北陸紙業㈱ 包装資材販売 福井市問屋町 

漬もん蔵横丁 漬物販売 敦賀市若葉町 北陸食品工業㈱ 食料品加工 福井市花堂北 

㈱坪与 プラスチック製品製造業 吉田郡永平寺町 北陸電力㈱ 電力 福井市日之出 

㈲デリカアイエム 防水 福井市松本 堀川製茶㈲ 茶販売 あわら市山十楽

㈱テンポスバスターズ北陸 業務用厨房用品販売 石川県金沢市 ﾏｲｽﾀｰｽﾞｺｰﾋｰＴＡＮＡＫＡ 珈琲豆販売 福井市城東 

㈱東急リゾートサービス ホテル・スキー場等運営 勝山市スキージャム 舞鶴厚生㈱ 配管清掃 京都府舞鶴市 

東レ㈱北陸支店 繊維製造 福井市大手 ㈱前川幸一商店 海産物卸売 福井市大和田 

LOHAS クラブ. TOCCO 飲食店 福井市中央 (福）町屋福祉会 介護施設・保育園 福井市加茂河原

㈲鳥八商店 鶏肉卸売 福井市栂野 松栄建設㈱ 建築 坂井市春江町 

中島管材鋼機㈱ 住宅機器環境資材 福井市問屋町 ㈱マルシン 福井店 業務用総合食品卸 福井市西開発 

㈱ながすぎ 食品スーパー 鯖江市北野町 丸高コンクリート㈱ コンクリート製品製造 越前市矢船町 

仲村の家具 家具小売 坂井市丸岡町 マルミ青果㈱ 青果仲卸 福井市大和田 

(医)和み会 山内整形外科 病院 福井市大宮 ㈱ミカド開発 土木工事 福井市福 

㈱肉研 精肉販売 坂井市春江町 三国観光ホテル 宿泊 坂井市三国町 

㈱西インターレストハウス ホテル浴場施設 石川県金沢市 三谷商事㈱ 南条ＳＡ 商社 福井市南条 

㈱ノサカテック 機械器具製作 福井市重立町 三谷不動産㈱ 不動産 福井市中央 

バードグリーンホテル 結婚式場経営 福井市西開発 みどり建設 建築工事 福井市文京 

㈱ハーモニ産業 機械製造 福井市高木中央 みや美㈱ 式場 福井市大和田 

獏の棲む森 飲食 鯖江市東鯖江 三好楼 宿泊 坂井市三国町 

㈱橋谷 産業資材販売 福井市和田 ㈱明月堂 菓子製造卸 石川県小松市 

㈱パストール 宿泊 岐阜県下呂市 明電設備㈱ 管工事 福井市灯明寺 

畑中厨房㈱ 厨房設備 福井市成和 メゾンいまだて 特養老人施設 越前市樫尾町 

㈱ハチバン 飲食 石川県金沢市 ㈱メディアプラス風丸 広告等企画・制作 福井市大和田町

㈱華 酒類食料品小売 坂井市丸岡町 もりた 飲食 福井市文京 

花山工業㈱ 機械製造 福井市三尾野町 ㈲八重 飲食 福井市順化 

協同組合ハニー 食品小売店協同組合 福井市高柳町 ㈱ヤスサキ スーパー 福井市新保町 

林石油店  燃料 越前市野岡 ヤマウチテキスタイル 合繊織物 福井市宝永 

(有)半田商事 卸売業 福井市木田町 ㈱ヤマキ 蒟蒻製造 群馬県甘楽郡 

㈱ピリケン 卸売・小売 福井市つくも ㈱山岸 （ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ ﾔﾏｷｼ） スーパー あわら市大溝 

㈱ファミリーマート コンビニ 石川県金沢市 ㈲ヤマギシ 食品製造 吉田郡永平寺町

㈱フードサービス福井 芝寿司、旅館 福井市大手 ㈲山本食品 業務用食品流通 福井市二ノ宮 

㈲ふ～ふぁ 飲食業 越前市大願寺 ユアサ㈱ 省力化機器設計開発 福井市問屋町 

㈲フェニックス商事 鶏卵卸、化粧品 福井市古市 ㈱ヨシケイ福井 夕食材料の宅配 鯖江市水落町 

福井駅前商店街振興組合（ファーレ福井） 振興組合 福井市中央 ㈱ラックランド 化学機械製造 福井市下荒井町

㈱福井クボタ 農業機械販売修理業 福井市開発 イタリア料理 ラ テンダロッサ 飲食業 福井市大和田町

(財)福井県学校給食会 財団法人 福井市大手 ㈱ローズガーデン 結婚式場・レストラン 福井市高木町 

福井県基準寝具㈱ サービス 福井市高木 (福)六条厚生会 医療福祉系食事提供 福井市下六条 

福井県民生活協同組合（ハーツ） 食料品販売 福井市開発 ㈱ワイヤレスブロードバンド 通信 福井市市波町 

福井シード㈱ 種苗卸 福井市問屋 ㈱わらび 飲食 福井市白方町 

福井市農業協同組合（Ａコープ堀ノ宮） 農協 福井市堀ノ宮  

福井市農業協同組合 ＪＡ福井市経済部 農協 福井市渕 ＮＨＫ福井放送局 プレス・メディア 福井市宝永 

福井大学 産学官連携本部 大学 福井市文京 福井エフエム放送㈱ プレス・メディア 福井市御幸 

福井中央魚市㈱ 水産物卸 福井市大和田 日刊県民福井 プレス・メディア 福井市大手 

福井編織㈱ 繊維品 福井市順化 日本金融通信社（ニッキン） プレス・メディア 石川県金沢市 

㈲ふくいみらい社 老人ホーム 福井市北四ツ居 福井新聞 プレス・メディア 福井市大和田町

福島鰹㈱ 削り節加工販売 石川県金沢市 福井テレビジョン放送㈱ プレス・メディア 福井市問屋町 

福万自動車㈱ 自動車販売 福井市二の宮 福井放送㈱ （ＦＢＣ） プレス・メディア 福井市大和田 

㈱フクヤ 食品スーパー 京都府舞鶴市 読売新聞 プレス・メディア 福井市大手 

フジ企画㈱ 宅配ボトルウォーター販売 福井市門前  

藤田製本印刷㈱ 印刷 福井市下馬 勝山商工会議所 公的機関 勝山市元町 

㈱富士屋 食品スーパー 鯖江市御幸町 坂井市商工会 公的機関 坂井市坂井町 

(有)双葉マルヤス製麺所 食品製造 福井市西開発 坂井北部丘陵地営農推進協議会 公的機関 あわら市二面 

フラットキッチン 飲食 福井市順化 福井県農林水産部園芸畜産課 公的機関 福井市大手 

㈱PLANT スーパー 坂井市坂井町 福井県奥越農林総合事務所 公的機関 大野市友江 

大衆割烹 ぶんぶく 飲食 福井市足羽 福井県坂井農林総合事務所 公的機関 坂井市三国町 

(有)平成 宿泊 丹生郡越前町 福井県丹南農林総合事務所 公的機関 越前市上太田町

㈲平馬 和と酒 馬乃屋 居酒屋 福井市渕 福井県中小企業団体中央会 公的機関 福井市大手 

㈱平和堂 小売 滋賀県、金沢 福井県福井農林総合事務所 公的機関 福井市松本 

へしこ屋本舗(有) 食品製造 吉田郡永平寺町 福井県予防医学協会 公的機関 福井市和田 

㈱ベスト工房 食料品原料製造販売 大野市下真央 福井県嶺南振興局 公的機関 小浜市遠敷 

お好み焼 べんべん 飲食店 福井市渕 福井市役所 公的機関 福井市大手 

べにや 宿泊 あわら市温泉 福井商工会議所 公的機関 福井市西木田 
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     出 展 者 ア ン ケ ー ト よ り 

■ 出展者の声 ● 出展者数 

 124 先（121 小間、２移動販売車） 

※共同出展者含む ・多くのメーカー様との名刺交換もでき、

今後の商談につなげられそう。 ● 名刺交換枚数 

・思った以上の来場者で商品のアピールになった。 2,474 枚 （平均 19.9 枚、最高 200 枚） 

・ブースが狭かった。 ● 商談件数 

・商談の場所がとりにくかった。 600 件（平均 4.8 件、最高 45 件） 

・参加料が安くて良かった。 ● 会期中成約件数 

19 件（最高 7 件） ・ブースが３ｍ四方ぐらいあるとよかった。 

● 商談継続希望数 

214 件 

・バイヤーの真剣さが感じられ、商談しやすかった。

・予想以上に様々な方と話ができた。 

 ・来場者にＰＲができて、関心をもって

もらえた。今後に期待できる。 ■ 出展者アンケートより 

 ・出展者、バイヤーとも、自社のホームページに対す

る興味や関心が高かった。 ・商談会の時間について 

・お客様のニーズを探れた。  

長い 6 件 
短い 8 件 

その他 8 件 

ちょうどよい 98 件 

・試食を提供するべきだった。（反省） 

・商談と販売を分けて行ったのはよかった。 

 

 

 ・出展者（イベント参加含む）には領収書を用意して

ほしかった。 

・販売時間をもう少し長くしてほしかった。 

 

 

 ・バイヤーの方と一般の方の両方の意見が

聞けたのがよかった。  

・県外のバイヤー企業をもっと呼んでほしい。 

・来年もぜひ参加したい。 

・日ごろお会いできない方々と話ができてよかった。

 

 

・今後このような当行主催の商談会が開催 

された場合、参加したいと思いますか ・他の出展者を見ることができて参考に

なった。  

・混雑したため、ゆっくり商談が行えなかった。  
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・年 2 回ほどおこなってほしい。 

・弁当は支給してほしかった。 

都合がつけば 
参加したい 52 件 

どちらとも 
いえない 6 件 

その他 7 件

ぜひ参加したい 
59 件 

・弁当が買えず残念。 

・幅広い業種の方と面識がもててよかった。 

・バイヤーには袋を渡してもらえるとよかった。 

・準備不足だったのが悔やまれる。 

 



 

 

 

     バ イ ヤ ー 企 業 ア ン ケ ー ト よ り 

〈アンケート回収枚数 172 枚〉 
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■ バイヤー企業様の声 
 
・今後とも、福井の地産地消を盛り上げる相

談会を続けてほしい。      （式場）

・県内でも知らない産物が多くあることが再

確認できました。        （病院）

・今後の支援の参考にさせていただきます。 
（公的機関）

・今後も地域商品を紹介してもらう機会をお

願いします。         （スーパー）

・仕入れたくても、商流が限られていて出来

なかった。          （スーパー）

・商品だけではなく、販促物もあわせて提案

してほしい。         （スーパー）

・試食が少ないところがあった。展示物につ

いては基本、全て試食を出してほしい。 
・商品カタログや商品提案書（画像付）を用

意してない企業があり困る。 
・お弁当販売会などはサンプル展示があり選

びやすくてよかった。   （以上スーパー）

・２日くらいあると、店のスタッフも来れる

のでよかったと思う。       （飲食）

・次回はバイヤー時間をもっと多くとってほ

しい。            （スーパー）

・初めての出展者が多く、たくさんの交流と

商品知識が得られて良かった。  （宿泊）

・大変よかった。来年は出展を考えたい。

（飲食）

・午前中から来ればよかった。名刺交換は

できたので、後日連絡をしたい。 （飲食）

・地元の商材を探していたので、NB 品とは

違ったこだわりの品があってよかった。  

                （食品製造）

・会場が狭い。 
・自社でも活用できるツールやアイデアが

あった。地産地消をすすめていきたい。  

（飲食）

・季節ごとに行ってほしい。    （式場）

・ブースがカテゴリー別だと見やすかった。 
（スーパー）

・商談専用スペースがもっとほしかった。 
（スーパー）

■ バイヤー企業様の声 
 
・出展企業様も多く、熱心な売り込みがあり、

非常によかった。後フォローに期待します。

（卸売業）

・福井県内でも知らない食材を知ることが

できてよかった。       （宿泊業）

・今後も継続して続けてほしい。バイヤー

商談時間をもう少し長くしてほしい。 
（卸売業）

・次回開催の際もぜひ参加したいと思います。

ありがとうございました。    （商社） 
・午後から、一般の方も入場されたため、

混雑して商品をじっくりみれなかった。 
（コンビニ）

・地域商材をとりまとめてくれる、問屋機能

のある業者、ＪＡ、行政機関との商談を特

に希望します。        （コンビニ）

・業務用につかえる食材についての提案が

もっとほしい。        （コンビニ）

・日頃、目に止まらない商品などが見られて

良かった。継続していただきたい。（商社） 
・社内で打ち合わせ後、改めて商談のご連絡

をいたします。次回以降も商談会のご案内

をいただければと思います。 （コンビニ）

・参加一覧表とブース配置がリンクしている

ともっと分かりやすくてよかった。 
・（混雑がすごくて）商談ができる状況では

なかった。 
・今後とも定例的な開催をお願いします。  

（以上スーパー） 
・多くの出展者が頑張っていることに刺激を

受けた。           （機械製造）

・フランクな雰囲気がよかった。  （建設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     一 般 来 場 者 ア ン ケ ー ト よ り 

〈アンケート回収枚数 104 枚〉 
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・「やさしい食フェア 2010」を何で知りましたか。 

 

新聞・雑誌の広告や 

記事を見て 
39 件 

36% 

福邦銀行からの案内

39 件 27%

出展企業 

からの案内

21 件 19%

ポスター・ 

チラシを見て 

7 件 6% 

その他

13 件
12% 

・福井の弁当から全国区になってほしい。 

・無添加の食品に興味がある。 

・新聞でもとりあげられていた、梅エキスに

興味があった。 

・いい企画と思います。続けて下さい。 

・接客や応対がいいところは応援したくなる。

・試食だけと思っていたが、おいしくて家で

も作ってみたくなり、買いました。 

・これだけの食品関係が一堂に集まって い

るので、もっとゆっくり見たかった。 

・スイーツの購入に時間がかかった。もっと

箱詰めや会計が手早いと良い。 

・食もエコも今まで知らなかったものに多く

出会えた。 

・有機や自然素材に関心があります。 

■ お客様の声 
 

・農業・工業から新しいものを創り出す発想

と、トライする精神に賛同する。 

・良い企画でした。数多くの商品に出会えて

楽しかったです。 

・食の元気パワーを感じる。 

・福井の知らない食材や食べ物を知る良い

機会となりました。 

・景品があるといい。 

・弁当販売は 12 時すぎに来たら、完売の

ところが多く残念だった。 

・弁当は手ごろな価格で楽しみにしていたの

に、購入できずとても残念。 

・毎年、実施してほしい。 

・売り込みが消極的なブースがあった。 
・試食を気軽にさせてくれてよかった。 
・弁当もスイーツも販売数が少ない。 
 

・県内外のいろんな食にふれ、思わぬ出費

でしたが、とても良い機会でした。ありが

とうございました。 

・いままで知らなかった生産者と話ができ

たのがよかった。 

・地産地消はとても大切で安心して購入

できる。 

・会場がせまい。 

 
■ お客様の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

福井新聞さんに掲載されました

日
刊
県
民
福
井
さ
ん
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
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