
洋菓子 和菓子 パン 飲食 その他

Aichi confectionery association Sweets festa 2022

新型コロナ感染予防の為
1. 来場者多数の場合は入場制限をさせていただく場合がございます。
2. ソーシャルディスタンス ( 間隔を空けてお並びください。)
3. マスクの着用をお願い致します。
4. 手指の消毒をお願い致します。
5. 検温をさせていただきます。

一般社団法人 愛知県洋菓子協会

スイーツフェスタ2022

入場券 入場料は無料です。
本券を受付にてご提示ください。

※上記の該当欄に○をつけて下さい

お手数ですが名刺を 2 枚ご持参ください。

お名前

屋号

ご住所 〒

TEL.

お名刺 貼り付け欄

スイーツフェスタ2022

　(一社)愛知県洋菓子協会 　会　　　長　長谷川  享平　　
　　　　　　　　　　　　　実行委員長　松　田  和也

(一社 )愛知県洋菓子協会は皆様のおかげをもちまして
42周年を迎えることができました。 衷心より感謝申し上げます。
コロナ禍で皆様大変ご苦労されているかと存じ上げます。
この度記念事業といたしまして、展示会を開催致します。
皆様お誘いあわせの上是非ご来場下さい。
この機会に是非 (一社)愛知県洋菓子協会に御入会ください。

日  時 /  2022 年　9月27日(火)  開催時間 10:00~17:00(最終受付16:30)
　　　　　　　　 28日(水) 開催時間 10:00~16:00(最終受付15:30) 
場  所 / 名古屋国際会議場 4号館１階 (通称白鳥ホール)
　　　　〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町 1 番 1 号
             　TEL.052-683-7711

入場料 / 無料 ( 入場券が必要になります )　※有料駐車場有り
主　催 /( 一社 ) 愛知県洋菓子協会    後　援 /( 一社 )日本洋菓子協会連合会

地下鉄名城線「西高蔵駅」( 2番出口 ) 徒歩 5 分
地下鉄名港線「日比野駅」( 1 番出口 ) 徒歩 5 分

未来につなぐスイーツの和未来につなぐスイーツの和

当日2日間共、
先着500名様に
素敵な景品が

もれなく当たる
抽選会を行います。



スイーツフェスタ2022　協賛出展企業
①アートキャンディ(株)
②(株) アイ・エム・コーポレーション
③(株) 愛起
④(株) アイコク
⑤(株) 青山
⑥(株) アニー
⑦(株) アルカン
⑧アンベール･ジャパン (株)
⑨池伝 (株) 名古屋支店
⑩(株) 石渡
⑪伊那食品工業 (株) 名古屋支店
⑫伊吹物産 (株)
⑬(株) イワセ･エスタ大阪 名古屋支店
⑭(株) エムシーフーズ
⑮カセイ食品 (株)
⑯片岡物産 (株)
⑰カネカ食品 (株) 東海支社
⑱キユーピータマゴ (株) 名古屋営業所
⑲協立物産 (株)
⑳(株) クインビーガーデン
㉑(株) クラウン・パッケージ
㉒群馬製粉 (株)
㉓合同酒精 (株) 名古屋支店
㉔宏洋 (株)
㉕サヴァンシア　フロマージュ＆
　デイリージャポン (株)
㉖サンエイト貿易 (株)
㉗サンワ乳研 (株)

55(株) 箔一
56(株) パッケージ中澤
57ハナマルキ (株)
58(株) 早川物産インターナショナル
59ピュラトスジャパン (株)
60(株) 福重
61(株) フジサニーフーズ 名古屋支店
62(株) 富士商事
63フレンチ F&B ジャパン (株)
64ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株)
65(株) 前田商店
66(株) マツイ
67(株) まほろば
68(株) マルゼン
69(株) 三浦　みうらフルーツ
70三ツ星貿易 (株)
71(株) 明治 中部支社 
72森永商事 (株) 名古屋支店
73森永乳業 (株) 中部支社 東海支店
74森永乳業販売 (株) 東海支店
75柳井紙工 (株) 名古屋営業所 
76山眞産業 (株)
77雪印メグミルク (株) 業務製品事業部
78横山香料 (株)  
79リボン食品 (株) 大阪本社
80(株) 和気
81ワルツ (株)

㉘スジャータめいらくグループ
　名古屋製酪 (株)
㉙側島製罐 (株)
㉚大東カカオ (株)
㉛大和貿易 (株)
32タカ食品工業 (株)
33タカナシ販売 (株)
34(株) タケックス・ラボ
35(株) 田嶋
36田中製餡 (株)
37(株) 中部テクノ
38(株)チョコヴィック･ジャパン
39月島食品工業 (株)
40DKSH ジャパン (株)
41デルスールジャパン (株)
42東京リボン (株) 大阪営業所
43ドーバー洋酒貿易 (株)
44冨田商店 (株)
45中澤函 (株)
46( 株) ナリヅカコーポレーション
47(株) 南山園
48日仏商事 (株)
49日仏貿易 (株)
50日新化工 (株) 名古屋営業所
51日清製粉 (株) 名古屋営業所
52新田ゼラチン (株)
53(株) ニップン名古屋支店
54ニホンローソク (株)

※50音順  敬称略

一般社団法人 愛知県洋菓子協会
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日  時 /  2022年　9月27日(火)  開催時間 10:00~17:00(最終受付16:30)

　　　　　　　　 28日(水) 開催時間 10:00~16:00(最終受付15:30) 

場  所 / 名古屋国際会議場 4 号館１階 (通称白鳥ホール)
　　　　〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町 1 番 1 号
             　TEL.052-683-7711

入場料 / 無料 ( この入場券が必要になります )

主　催 /( 一社 ) 愛知県洋菓子協会    後　援 /( 一社 )日本洋菓子協会連合会

地下鉄名城線「西高蔵駅」( 2番出口 ) 徒歩 5 分
地下鉄名港線「日比野駅」( 1 番出口 ) 徒歩 5 分

一般社団法人 愛知県洋菓子協会

スイーツフェスタ2022


