
新型コロナウイルス感染症対策
※長野県新型コロナ感染症基本対策に基づいて対応いたします。

ビジネスマッチングウェブサイト「しんきん商談ステーション」

ウェブアンケートへのご協力をお願いします。

令和5年3月15日現在

スマートフォン用QRコード▶

「長野しんきんニューリーダーゼミナール」参加企業ブースエリアの設置

地元企業と地元学生との接点創り 知的財産活用に向けた相談の受付

当地域でのグラフィックデザイナー発掘

しんきん商談ステーション 検索PCの場合
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［主催］ 長野信用金庫
［共催］ 長野県信用金庫協会、長野県中小企業家同友会
［協賛］ 長野しんきんビジネスクラブ
[関係協力信用金庫] 桐生信用金庫、利根郡信用金庫、水戸信用金庫、城南信用金庫、三条信用金庫、上越信用金庫、
　甲府信用金庫、山梨信用金庫、松本信用金庫、上田信用金庫、諏訪信用金庫、飯田信用金庫、アルプス中央信用金庫、
　新湊信用金庫、金沢信用金庫、しずおか焼津信用金庫（金庫コード順）
[後援団体](順不同)  経済産業省　関東経済産業局、独立行政法人 中小企業基盤整備機構 関東本部、長野市、公益財団法人 長野県産業振興機構、長野県信用保証協会、
　長野県中小企業団体中央会、長野県商工会連合会、一般社団法人 長野県商工会議所連合会、一般社団法人 長野県法人会連合会、国立大学法人 信州大学 学術研究・産学官連携推進機構、
　独立行政法人 国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校、一般社団法人 長野高専技術振興会、信金中央金庫、信金キャピタル株式会社、
　独立行政法人 工業所有権情報・研修館 長野県知財総合支援窓口、清泉女学院大学・清泉女学院短期大学

◆ご退場される前に、右のＱＲコードもしくは以下のＵＲＬから、ウェブでのアンケートへのご回答にご協力
をお願いします。
　ＵＲＬ： https://dk.jpdata.net/nagano-shinkin/pc/
◆当日の会場内に配置されていますＱＲコード読み取りポスターおよびウェブアンケート特設コーナーを
ご活用ください。

1. サーマルカメラによる入退場時の検温実施及び適宜の手指消
毒にご協力ください。

2. 飲食については、感染リスクを考慮し、会場内での食事は禁止と
させていただきます。

 飲み物は所定の場所でお摂りください。
3. 体調については自己管理を基本とし、不安がある場合には本

フェアへの参加はご遠慮ください。
4. 会場内の通気性を高めるため、会場施設の開放可能な扉を空
けて換気対策を行います。

5. フェア開催日までに新たな有効対策または緩和措置等（新たな
規制措置を含む）が出された場合には基本対策に取り入れます。

[本ビジネスフェアに関するお問い合わせ先]
長野信用金庫 地域みらい応援部
TEL：026-228-0221(代表)　FAX：026-226-5115
平日（月～金）9：00～ 17：00　土日、祝日を除く

本ビジネスフェアに関するお問い合わせは、お取引のある長野信用金庫または各お取引信用金庫の取引店の担当者までお願いします。

ID： bf2023　パスワード： 510

「第20回長野しんきんビジネスフェア2023」ポスターデザインコンテスト
グランプリ作品  六川 智博 氏

2023 年 5月 10 日(水)
10:00ー17:00 入場無料

会場 :ビッグハット

第 20 回

長野しんきん
ビジネスフェア
202 3

長野信用金庫は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています

長野市若里
多目的スポーツアリーナ
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　次世代を担う、若手経営者・幹部・事業後継者を対象とした上記ゼミナール参加企業さまの販路開拓支援のため、商談
ブースエリアを設置しました（出展企業7社）。

　知財普及ならびに地域活性化を目的として、「第20回長野しんきんビジネスフェア2023」ポスターデザインコンテスト
を実施しました。グランプリ受賞者にはポスターデザインをはじめ、本フェア全体の演出に関与していただきます。なお、
フェア当日、オープニングセレモニー終了後にメインステージにてポスターデザインコンテスト入賞者のご紹介をさせて
いただきます。

　地元企業が地元学生に自社の紹介をします。また、学生
には将来地元での就職等に役立つ情報を提供します。当
日は地元の実業系高等学校、短大、大学の生徒、学生が
来場予定です。

　ビジネスマッチングウェブサイト「しんきん商談ステー
ション」は、当金庫が運営するビジネスマッチングウェブサ
イトです。
　サイトに掲載されている、県内外のしんきん取引先企
業さまと通年でオンライン商談が可能です。
　サイトには本ビジネスフェア出展・参加企業さまの情報
が掲載されています。

　当金庫が包括連携協定を締結しているINPIT長野県
知財総合支援窓口が、知財に関する問題解決に向けて相
談を受け付けます。



ビジネスマッチングで、地域にふたたび活力を！ 「長野しんきんビジネスフェア」で異業種企業とのビジネスマッチング

しんみせ応援プロジェクト特別出展ブース「創業village」での創業者との交流

ビジネスマッチングウェブサイト
「しんきん商談ステーション」を利用したハイブリッド商談会

創業villageイメージ

（オンライン会場）

ビッグハット（リアル会場）

ピ ク スット

来場者参加型企画「しんみせパズル」イメージ
約500ピースの大型パズルです。来場者の皆様に
ピースをはめていただきます。

「しんきん商談ステーション」
オンライン商談の

お申し込みはこちらから

メインステージ横に、第1回から第5回までのしんみせチャレンジ参加者さまが、自社PRとビジネスフェア参加企業さま
との交流を行えるしんみせ応援プロジェクト特別出展ブースを設置します。
ブースではしんみせ応援プロジェクト5年間の振り返りと活動内容の紹介も
行います。
様々な業種の創業者と交流が図れますので、お気軽にお立ち寄りください。

フェア当日、会場内にオンライン商談会場を
設置します。
当日会場に来場できない企業さまも、ビジネ

スフェア出展企業さまと「しんきん商談ステー
ション」を利用した、オンライン商談が可能です。
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◆シャトルバス運行予定表

プレゼンテーション実施スケジュール （申込順）

10：40～10：50
10：55～11：05
11：10～11：20
11：25～11：35
11：40～11：50
11：55～12：05
12：30～12：40
12：45～12：55
13：00～13：10
13：15～13：25
13：30～13：40
13：45～13：55
14：15～14：25
14：30～14：40
14：45～14：55
15：00～15：10
15：15～15：25
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株式会社DigitWorks
チヨダエレクトリック株式会社
株式会社電弘
キッセイコムテック株式会社
矢木コーポレーション株式会社
有限会社フリースケール
オリオンオートクラフト株式会社
スタジオカルテット
株式会社戦略デザインラボ
株式会社トラスト
MAO FILMS
長野工業高等学校
NPO法人信州・川中島平ファクトリー
株式会社ミリオンズ
中央印刷株式会社
株式会社 共和コーポレーション
デパートサミット（長野県商業教育研究会）

【当日スケジュール】

【出展企業・団体の業種区分】…276社・団体

商談・マッチングの実績（2022年第19回の実績より）

しんきん商談ステーション企業情報登録 849社・団体

【特別コーナーなど】

開催時間／10：00～17：00

■製造・加工
■住宅・建設
■流通・サービス
■情報・ソフトウェア
■食ビジネス
■医療・健康・介護・福祉
■環境ビジネス
■その他
■産学官出展

59社
29社
26社
24社
49社
17社
13社
39社
20団体

20社・団体

▼商 談 件 数
　　（令和4年12月末現在） 754件

▼マッチング件数
　　（令和4年12月末現在） 255件

17社・団体

12：00 13：00 14：0010：009：30 11：00 15：00 16：00 17：00

開
場

商談会 10:00～17:00

オープニングセレモニー・ポスターデザインコンテスト入賞者ご紹介 9：45～

若里多目的広場駐車場発時刻表

ビッグハット発時刻表

平素より長野信用金庫に格別のご愛願とお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
併せて、コロナ禍の影響により事業活動に大きな影響を受けている皆さまに衷心より

お見舞い申し上げます。
このたび当金庫では、地域経済の活性化に向けたビジネスマッチングイベント「第20

回長野しんきんビジネスフェア2023」を開催する運びとなりました。
3年振りに開催した昨年のビジネスフェアでは、出展企業を長野県内に限定し、開催

しましたが、20回目となります今回は、県外企業を含め出展企業数を新型コロナ前の水
準に戻し開催いたします。
本ビジネスフェアでは、お客さま同士の交流の場として、お客さまの事業のご発展の

ため、役職員が一丸となってお手伝いさせていただく所存でございます。
皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

ご あ い さ つ

市川 公一
長野信用金庫
 理事長

◆産学官連携出展コーナー
行政・支援機関等による中小企業支援策のご紹介と各種ご相談
（新連携、販路開拓、マーケティング、技術製品開発、国際化支援な
ど）を行います。
大学・高専等の研究成果の発表や産学官連携の相談ができます。

◆プレゼンテーション
プロジェクターやスクリーン等をお使いいただき、各10分間ずつ自
社PR（プレゼンテーション）を行います。今回は17社・団体です。

◆特別個別商談会（主催：長野県信用金庫協会）
首都圏等の事前登録された大手バイヤーさまと、事前申し込みされ
た参加企業さまとの個別商談会を行います。
会場：長野市若里市民文化ホール会議室（ビッグハット隣）

◆フリー商談コーナー
出展企業さま及び参加企業さま同士で自由にご商談にお使いいただ
けるフリースペースです。

プレゼンテーション 10:40～15:25（予定）

閉
場
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出展企業一覧
株式会社Iris フランス料理店「Dining Iris」
AgriUnion 合同会社 地場農産物卸販売
Adaptation フランス料理店「Adamas」
株式会社 Anoyama 山林レンタル事業
エスファイブバー エナジーバー開発・販売
nw-creare 株式会社 イタリア料理店「Piu'Lungo」・レザークラフト「inswirl」他
こどもときどきハーブカフェ nana-mar キッズカフェ
こやま整骨院 整骨院
渋温泉食堂 gonki フランス料理店
株式会社 サフィックス コーティング剤開発・販売
更級花織工房 あんず染・手織・カフェ
食堂 よろしき日 食堂
Spicana レザークラフト・ジビエ料理店
sumu hair life 美容院
ちょい呑み屋 民 呑み屋
手打蕎麦和食処郷土庵 手打蕎麦和食処
Total Car Care Merlin 自動車コーティング・洗車
株式会社 なから 就労継続支援A型
株式会社 Money Go 金融教育サービス
Mallika Brewing 合同会社 ブルワリー（醸造所）・カフェ「Mallika Brewing」
株式会社 ミリオンズ 各種コンサルティング他

異業種が一堂に会して行う本フェアは、参加企業さまが求めている多種多様なニーズに対応した幅
広いビジネスマッチングの機会を創出します。
前回、第19回のビジネスフェアは、新型コロナ対策のため、出展企業数を絞って実施しましたが、今
回は出展企業数をコロナ前の水準にまで拡大し実施します。

（令和5年3月3日現在）

（左欄：企業・団体名　右欄：事業内容）
ドリンク提供


