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青森商工会議所・函館商工会議所
「会員事業所パートナーシップ支援事業」

• 名称 「会員事業所パートナーシップ構築懇談会」

• 対象 青函商工会議所・会員事業所 約５，５００事業所

• 主催 青森商工会議所・函館商工会議所

• 内容 ○青森・函館会員事業所による「商品開発」、「販路拡大」、「技術提携・連携」等の

事業活動を促進するため、会員事業所単独またはコンソーシアム（２事業所以上

の共同体・部会グループなど）での青函パートナーシップによる事業提案を募集。

両地域の関心ある事業所に対し、プレゼンテーションの場を提供し青函でのビジネ

スマッチングを支援する。

○年間２回（青森開催１回、函館開催１回）で実施。

＊青森開催（主管：函館） ＝ プレゼン側→函館事業所／参加側（連携希望）→青森事業所

函館開催（主管：青森） ＝ プレゼン側→青森事業所／参加側（連携希望）→函館事業所
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時間 備考

第１部:事業提案説明会

14：30～

16:20

(110分)

○参加企業からのプレゼンテーションの場

（※1社あたりのプレゼン時間：10分）

第２部:個別商談会

16:30～

17:30

（60分）

○各企業がブースを設けての商談会

（※１社１ブース、1商談10分目安）

第３部:名刺交換会

17:30～

19:00

（90分）

○立食形式での交流会 （参加費１名３,０００円）

（※第２部に引続き、ブースを使って商談することも可能）

青森商工会議所・函館商工会議所
「会員事業所パートナーシップ構築懇談会」
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青森商工会議所・函館商工会議所
「会員事業所パートナーシップ構築懇談会」

◇第２部 個別懇談会の様子

◇第１部 事業提案説明会の様子

◇第３部 名刺交換会の様子
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（実績）

「第５回会員事業所パートナ—シップ構築懇談会」
日 時 平成２７年１０月２６日（月）１４：３０～１９：００
場 所 青森国際ホテル
次 第 第１部 事業提案説明会 （１４：３０～１６：２０）

第２部 個別商談会 （１６：３０～１７：３０）
第３部 名刺交換会 （１７：３０～１９：００）

参加者 ６５名

１）函館側参加事業所 ９社

①㈱中合棒二森屋店（百貨店） 食料品・工芸品の仕入れ先の開拓

②㈱中山薬品商会（食品添加物販売業） 1)がごめ商品等の販路開拓

2)青函ブランド商品の開発

③㈱サトー・エージェンシー（広告代理業） 函館地域広告媒体案内

④五稜郭タワー㈱（観光業） 青函コラボ商品(土産品)の開発

⑤北海道乳業㈱（乳製品製造業） 1)当社各商品ラインナップの紹介

2)当社の新商品で使用する原材料の選定

⑥北海道放送㈱函館放送局（民間放送） 北海道、特に函館における宣伝活動（ラジオ・テレビのCM展開）

⑦㈱函館丸井今井（小売業） 食料品から衣類・工芸品など仕入れ先の開拓

⑧㈱不二屋本店（菓子製造・卸売業） 1)新商品の展開

2)青函ソフトキャラメルのご案内

⑨㈱北海道新聞社函館支社（新聞業） 自社新聞広告掲載の案内他

２）青森側参加事業所 ３０社
青森市、㈱味の海翁堂、㈱エフエム青森、㈱さくら野百貨店、㈲松栄堂、㈱商工組合中央金庫青森支店、㈱ＪＲ東日本青森商業開発、 酸ヶ湯温泉、

住友三井オートサービス㈱青森函館支店、㈲ティーエム管理、(公財)２１あおもり産業総合支援センター、(一社)日本販売士協会、日本リージャス㈱、㈱はとや製菓、

㈲八戸米穀店、㈲ピー・エム・オー、㈱富士清ほりうち、㈱みちのく銀行、ミリオン㈱、㈱ヤマウ鳥谷部商店、倉橋建設㈱、㈲東奥不動産鑑定事務所、青森ワシントンホテル、

㈲三晃ビルサービスセンター㈱ＪＴＢ東北法人営業青森支店、青森オフセット印刷㈱、㈱東洋社、東北クリーンサービス㈱、㈱甘精堂本店、㈱国際ホテル

青森商工会議所・函館商工会議所
「会員事業所パートナーシップ構築懇談会」
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青森商工会議所・函館商工会議所
「会員事業所パートナ—シップ構築懇談会」

（2015.10.27東奥日報）開催報道 （2015.10.27函館新聞）開催報道
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青森商工会議所・函館商工会議所 

「会員事業所パートナーシップ構築懇談会」成果物 

 
（順不同。未成・交渉中案件は除く） 

（平成 27 年 10 月末現在） 

no 青森側 函館側 商品名・概要 商品写真 

１ ㈲松栄堂 

(菓子製造販売業） 

北海道乳業㈱ 

(乳製品製造業) 

★商品名「ヒトナツノコイ」 

青森県産のカシスと道南産の

クリームチーズを使った冷凍保

存の大福。 

 

 

２ ㈲松栄堂 

(菓子製造販売業） 

北海道乳業㈱ 

(乳製品製造業) 

★商品名「なとわ」 

道南産（北海道乳業）のミルク

を皮と餡にふんだんに練りこ

み、青森産りんごを合わせたミ

ルク饅頭。函館－青森間の新幹

線開業を記念した青函コラボス

イーツ第２弾として、平成２７

年３月より発売。 

 

３ 

 

㈱甘精堂本店 

(菓子製造販売業） 

北海道乳業㈱ 

(乳製品製造業) 

★商品名「チーズボンブ」 

ふわりとした食感の大きなチ

ーズスフレケーキ。 

 

 

 

  
４ ㈱甘精堂本店 

(菓子製造販売業） 

北海道乳業㈱ 

(乳製品製造業) 

★商品名「カシスガレット」 

青森名産カシスと道南産クリ

ームチーズを組み合わせたガレ

ット。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ㈱甘精堂本店 

(菓子製造販売業） 

北海道乳業㈱ 

(乳製品製造業) 

★商品名「クリームチーズのロ

ールケーキ」 

道南産のクリームチーズを練

り込みロールケーキとして商品

化。 
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no 青森側 函館側 商品名・概要 商品写真 

６ ミリオン㈱ 

(健康食品製造販売業) 

不二屋本店㈱ 

(菓子製造販売業) 

★商品名「青函ソフトキャラメル」 

青森産リンゴのパウダーと函

館牛乳を使用した、口どけのや

わらかなソフトキャラメル。平

成２７年７月より発売。 

 

７ ㈱はとや製菓 

(菓子製造販売業） 

五稜郭タワー㈱ 

（観光業） 

北海道乳業(株) 

(乳製品製造業) 

★商品名「青函パイ」 

はとや製菓オリジナルのラブ

リーパイと五稜郭をイメージし

たクリームチーズパイを詰合わ

せたコラボ商品。 

 

８ ㈱はとや製菓 

(菓子製造販売業） 

㈱中山薬品商会 

(食品添加物販売業) 

★商品名「海峡ふりかけ」「海峡

塩」「海峡塩胡椒」 

青森産ゴボウ・陸奥湾産ホタ

テのフリーズドライと函館産ガ

ゴメコンブを使用して平成２７

年７月に商品化。 

 

９ ㈱はとや製菓 

(菓子製造販売業） 

㈱誉食品 

（水産加工業） 

★商品名「のっけ丼茶漬け」 

ほたて、サケ、椎茸、いかの塩

辛を使用したフリーズドライ

品。 

平成２７年１１月より発売。 

 

 

10 ㈲八戸米穀店 

(米穀卸・小売業) 

北海道放送㈱函館

放送局(放送業) 

★商品名「青函友好米」 

青森県産の「つがるロマン」と

道南産の「ふっくりんこ」を１対

１の割合でブレンドした青函の

良米ブレンド。 

 原材料・製造技術などの直接

的な連携はないが、懇談会で情

報交換をしたことから生まれた

商品。 

 

11 ㈱甘精堂本店 

(菓子製造販売） 

㈱はとや製菓 

(菓子製造販売） 

㈱富士清ほりうち 

(菓子・飲料卸売） 

 

 

㈱中合棒二森屋店

（百貨店） 

★催事名「北海道新幹線開業特

別企画東北・道南味覚まつり」 

平成２７年５月１４日～２０

日に開催。第４回の懇談会をき

っかけに商談がまとまり、青森

側企業の出展につながった。 
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no 青森側 函館側 商品名・概要 商品写真 

12 ㈱甘精堂本店 

(菓子製造販売） 

㈱はとや製菓 

(菓子製造販売） 

㈱富士清ほりうち

(菓子・飲料卸売） 

北海道放送㈱函館

放送局(放送業) 

㈱テーオー小笠原

(百貨店) 

★催事名「ウエルカム北海道新

幹線！お取り寄せスウィーツま

つり＠函館」 

平成２７年５月２２日～２６

日に開催。第４回の懇談会をき

っかけに商談がまとまり、青森

側企業の出展につながった。 

 

13 ㈲ｆｏｒｔｅ 

(情報サービス業) 

青森ケーブルテ

レビ㈱ (CATV 業) 

青森市 

ビデオ・ザ・キッド 

(映像制作業) 

函館市 

forte 社取扱サービス、青森ケ

ーブルテレビへビデオ社制作映

像等の提供、forte 社取引先企

業、青森県内自治体の発注事業

をビデオ社が受託、など。 

 

 

 

 

14 ㈱ヤマイいと福 

(菓子製造販売業） 

北海道乳業㈱ 

(乳製品製造業) 

㈱天狗堂宝船 

(菓子製造販売業） 

函館側事業所の製品を仕入れ

青森市内小売店で販売。 

 

15 ㈱甘精堂本店 

(菓子製造販売業） 

㈱はとや製菓 

(菓子製造販売業） 

㈱魚長食品 

(観光・飲食・物販施

設運営) 

魚長食品が函館市内で開設し

ていた青森県産品ショップ「あ

おもり館」(平成 27 年 7 月閉店)

において商品を展開。 

 

【商品に関するお問合せ先】 

「ヒトナツノコイ」「なとわ」＝ ㈲松栄堂（TEL：017-743-1863） 

「チーズボンブ」「カシスガレット」「ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞのﾛｰﾙｹｰｷ」＝ ㈱甘精堂本店（TEL：017-722-8601） 

「青函ソフトキャラメル」＝ 不二屋本店（TEL：0138-49-5175） 

「青函パイ」「のっけ丼茶漬け」＝ ㈱はとや製菓（TEL：017-738-3500） 

「海峡ふりかけ・海峡塩・海峡塩胡椒」＝ ㈱中山薬品商会（TEL：0138-40-6275） 

「青函友好米」＝ ㈲八戸米穀店（TEL：017-766-1461） 

 


	01 青函ＰＳ事業（函館会議所）.pdf
	02 青函ＰＳ成果（函館会議所）.pdf

