
問い合わせ先　日本GAP協会　〒102-0094　東京都千代田区紀尾井町3番29号　日本農業研究所ビル 4階
　　　　　　　　　　商談会担当 （TEL: 03-5215-1112　 FAX: 03-5215-1113　 E-mail： info@jgap.jp）

商談会に参加希望の方は裏面の申込み書に記入して、FAXで申し込んでください。

●バイヤーの皆様

JGAP認証は「信頼できる農場」の目印です。
仕入原料管理や、PBの取組産地としても活用できます。

●JGAP認証農場・団体（見込み含）の皆様

安定した販売先、販売パートナーを開拓しましょう。
①商談会、②JGAP認証農場 農産物展示
参加申し込みお待ちしております。

2010年3月2日（火）～5日（金）開催
幕張メッセ FOODEX会場内 特設会場

10:00～17:00 ( 最終日は16:30まで )

アジア最大級の食品・飲料専門展示会

●主 　 　 催 ：　NPO法人日本GAP協会
●会 　 　 　 場：　幕張メッセ　FOODEX会場内 特設会場 10小間（72.9㎡）
●出 展 者：　JGAP認証農場・団体、もしくは認証予定の農場・団体・協賛企業
●来場予定者：　日本GAP協会理事・会員企業のバイヤー、
　　　　　　　　　　 海外の日本産農産物バイヤー、85,000人(予想)のFOODEX来場者

JGAPとは　⇒　
生産段階における農産物の安全確保等を目的とした農業生産工程管理手法です。
青果物・穀物（コメ等）・日本緑茶（荒茶）の生産農場で使用するJGAPがあります。

協賛企業（募集中）

株式会社アグリコミュニケーションズ、アイアグリ株式会社、株式会社アグリコンパス、三菱商事アグリサービス株式会社、
三菱商事株式会社、フレッシュＭＤホールディングス株式会社、株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス、ヒル・ラボラトリーズ・ジャパン、
三菱東京ＵＦＪ銀行、法律事務所ＭＩＲＡＩＯ、株式会社農業技術通信社、イーサポートリンク株式会社

認証農場 合同商談会

JGAP認証農場 合同商談会 特設会場 ご案内

②JGAP認証農場 農産物展示
　･･･JGAP認証農場の商品を展示・試食するPRコーナー。
　FOODEXに来場するバイヤーに直接PR出来ます。

①JGAP認証農場 合同商談会　･･･日替わりでバイヤーが常駐。JGAP認証農場・団体（見込み含）と商談を行います。
　来場バイヤー一覧は裏面を参照ください。

④セミナー・講演会場
　･･･農業生産現場、農産物流通現場、JGAPの
　最新情報について講演を行います。

③JGAP説明コーナー
　･･･最新のJGAP情報をお伝えする、展示コーナーです。

⑤日本GAP協会会員・協賛企業展示コーナー
　･･･協賛企業の農・食・環境に関する取り組みを
　展示します。

in

セミナー・講演会場　講演概要（各15分）

2日 佐野豪彦 ＡＮＡロジスティクサービス(株)　国際事業開発室 農水産物の海外物流にかかる留意点について

4日間 伊藤寿 ヒル・ラボラトリーズ・ジャパン 拡販のための残留農薬分析

3・4・5日 鶴海良三 (株)アグリコンパス　取締役 生産工程管理システム　「アグリコンパス」

2・3・4日 富田浩司 アイアグリ(株)　ＪＧＡＰ導入支援センター
アイアグリがご紹介するＪＧＡP認証農場
～ＪＧＡP認証農場による産地形成～

3・4・5日 小田原次洋 三菱商事アグリサービス(株) 売れる農産物づくり　～当社のＪＧＡＰ導入支援～

3日 田村浩至 (株)ダイエー 品質管理ｾﾝﾀｰ 食品担当ﾁｰﾌﾃｸﾉﾛｼﾞｽﾄ 小売業から見たＪＧＡPの重要性

4日 久留原昌彦 セブンファーム／(株)イトーヨーカ堂　青果部 (株)セブンファーム富里　～ＪＧＡＰ取得までの経緯～

5日 中神龍一 ＭＣプロデュースの青果物流通戦略ＭＣプロデュース(株)

5日 岡田利奈 エフティピーエス(株)
生産-販売をつなぐ農産物ブランド「日本の野菜」
-ＪＧＡＰ認証農場農産物ブランド-

3日 福永庸明 イオンアグリ創造(株)　取締役本部長 イオンによるＧＡP普及と今後について

5日 岡田貴浩 横浜丸中青果(株) 横浜丸中青果の青果物流通戦略

講演テーマ所属・役職講演者日程



ＦＡＸ送信先：03-5215-1113　（ＮＰＯ法人日本ＧＡＰ協会）

認証農場 
合同商談会 

下記を記入し、日本ＧＡＰ協会へＦＡＸで送付下さい。参加確定のため、こちらから電話/FAX/E-mailでご連絡致します。

参加申込書

会社名

部署

住所

電話番号

E-mail

氏名

FAX番号

その他、来場希望者・見学希望者（上記以外の方）の皆様

＊注意事項：商談会の見学は無料ですが、別途FOODEX入場券（5,000円）が必要です。入場券をお持ちでない方は、日本GAP協会まで
ご相談ください。商談会担当 （TEL: 03-5215-1112　 E-mail： info@jgap.jp）

商談会に参加希望のJGAP認証農場・団体（見込み含）の皆様
※申し込み多数の場合、希望日全てにご参加頂けないことも御座います。予めご了承ください。

商談参加料は無料ですが、別途FOODEX入場券（5,000円/人・日）が必要になります。日本GAP協会 会員の農場・団体には１枚
無料進呈致します。　　※入場券は当日のみ有効。複数日ご来場の方は日数分お書き下さい。

農場名（団体名）

JGAP認証　　　　 　  □認証済　　  □認証見込

生産品目 上位３品目

品目

１．

２．

３．

その他品目や商品PR（自由記入）⇒

出荷可能時期

　　　月～　　　　月 週あたり　　　　　　 　～ 　　　　　　（ケース・kg）←単位に○

週あたり　　　　　　 　～　 　　　　　（ケース・kg）←単位に○

週あたり　　　　　　 　～　 　　　　　（ケース・kg）←単位に○

　　　月～　　　　月

　　　月～　　　　月

生産・出荷数量（最小の時期～最大の時期）

住所

電話番号

商談参加者

FAX番号

携帯電話番号

E-mail

※認証書もしくは審査申込書のコピーを添付して申込

①基本『JGAP認証農場　農産物展示』情報をご記入ください。

日本GAP協会　　　　　　　 □ 会員　　　□ 非会員 FOODEX入場券　必要枚数　　　　　　　　　　　  枚（本人含む）

③『JGAP認証農場　農産物展示』　展示希望日に○を付けてください。複数可。

２日（火）　・　３日（水）　・　４日(木）　・　５日（金）　・　展示を希望しない
※商談ご参加の農場・団体を優先します。
※展示会場で簡単な調理・炊飯ができます。

②商談希望のバイヤーに、○を付けてください。
　 ※商談相手が選べない場合は、基本情報だけ記入してFAXしてください。商談会の担当が相談に乗ります。

※30分入れ替え制を予定。同じ時間帯のブース１、ブース２両方のバイヤーを希望することも可。
※午前は10:30～12:30、午後は13:30～15:30。

2日（火）

3日（水）

4日（木）

5日（金）

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

時間日程（3月） ブース２

ダイエー（量販小売向け・小売PB向け・野菜・果実）

ローソン（加工原料向け・量販小売向け・野菜・米）

MCﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ（業務向け卸・量販小売向け卸・野菜・果実）

イトーヨーカ堂（量販小売向け・米）

ｴﾌﾃｨﾋﾟｰｴｽ（量販小売向け卸・業務向け卸・野菜・果実）

CGCグループ（小売PB向け・野菜・果実）

イトーヨーカ堂（量販小売向け・日本緑茶）

東京デリカフーズ（外食向け卸・業務向け卸・野菜・果実）

ブース１

ケーアイ・フレッシュアクセス（量販小売向け卸・野菜・果実）

ANAロジスティクサービス（輸出向け卸・ﾎﾃﾙ向け卸）

伊藤忠ライス（量販小売向け卸・業務向け卸・米）

横浜丸中青果（量販小売向け卸・業務向け卸・野菜・果実）

ミツハシ（量販小売向け卸・業務向け卸・米）

イオンリテール（量販小売向け・野菜・果実）

イトーヨーカ堂（小売PB向け・野菜・果実）

セブンファーム（パートナー農家探し・野菜・果実）
イオントップバリュ（小売PB向け・野菜・果実）

申込第二次〆切　2月19日

商談の申込み、『JGAP認証農場　農産物展示』の申込みは
終了いたしました。

来場希望・見学希望の申込みは、３月１日まで受け付けております。
このページの下部の空欄にご記入の上、FAXをお送りください。
（FAX宛て先　03-5215-1113　日本GAP協会）



講演のご案内

ＪＧＡＰ（ジェイギャップ）

農場管理を”見える化”し、食の安全を確保する手法

場所：FOODEX会場内　8ホール　小間番号8D40
JGAP認証農場　合同商談会　セミナー・講演会場にて

＜本日 注目の講演＞　※聴講無料

3月2日（火）版

　＊ＪＧＡＰは、農林水産省が推奨する農業生産工程管理手法の一つです。ＪＧＡＰは、信頼できる農場の目印です。

●主催：　NPO法人日本GAP協会
日本GAP協会は、日本における本格的なGAPであるJGAP

（Japan Good Agricultural Practice）の普及を推進している
民間非営利団体です。2009年12月現在、約290社の会員
に支えられ活動しております。

日本GAP協会　　〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3番29号
日本農業研究所ビル 4階
商談会担当　TEL：03-5215-1112　FAX：03-5215-1113
E-mail：info@jgap.jp

＜３月２日（火）の全講演スケジュール＞

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

30分 武田泰明

0分 伊藤寿

30分 逸見幸俊

0分 武田泰明

30分 佐野豪彦

0分

富田浩司30分

0分

30分

0分

30分

30分

0分

秋庭和也

日本ＧＡＰ協会　専務理事

ヒル・ラボラトリーズ・ジャパン

イーサポートリンク(株)

ＡＮＡロジスティクサービス(株)　国際事業開発室 農水産物の海外物流にかかる留意点について

日本ＧＡＰ協会　専務理事

アイアグリ(株)　ＪＧＡＰ導入支援センター

武田泰明 日本ＧＡＰ協会　専務理事

日本ＧＡＰ協会　研修事業担当

信頼できる農場の目印　ＪＧＡPのご紹介

拡販のための残留農薬分析

栽培履歴記帳システム「農場物語」のご紹介

信頼できる農場の目印　ＪＧＡPのご紹介

逸見幸俊 イーサポートリンク(株) 栽培履歴記帳システム「農場物語」のご紹介

逸見幸俊 イーサポートリンク(株) 栽培履歴記帳システム「農場物語」のご紹介

富田浩司 アイアグリ(株)　ＪＧＡＰ導入支援センター
アイアグリがご紹介するＪＧＡP認証農場
～ＪＧＡP認証農場による産地形成～

逸見幸俊 イーサポートリンク(株) 栽培履歴記帳システム「農場物語」のご紹介

武田泰明 日本ＧＡＰ協会　専務理事 信頼できる農場の目印　ＪＧＡPのご紹介

アイアグリがご紹介するＪＧＡP認証農場
～ＪＧＡP認証農場による産地形成～

信頼できる農場の目印　ＪＧＡPのご紹介

ＪＧＡＰを学ぶ研修のご紹介

講演者 所属・役職 講演テーマ開始時間

12時30分～

●佐野豪彦
ＡＮＡロジスティクサービス(株)　国際事業開発室
『農水産物の海外物流にかかる留意点について』

13時30分～

●富田浩司�
アイアグリ(株)　ＪＧＡＰ導入支援センター
『アイアグリがご紹介するＪＧＡP認証農場　～ＪＧＡP認証農場による産地形成～』

15時00分～

●武田泰明
日本ＧＡＰ協会　専務理事
『信頼できる農場の目印　ＪＧＡPのご紹介』



講演のご案内

ＪＧＡＰ（ジェイギャップ）

農場管理を”見える化”し、食の安全を確保する手法

　＊ＪＧＡＰは、農林水産省が推奨する農業生産工程管理手法の一つです。ＪＧＡＰは、信頼できる農場の目印です。

●主催：　NPO法人日本GAP協会
日本GAP協会は、日本における本格的なGAPであるJGAP

（Japan Good Agricultural Practice）の普及を推進している
民間非営利団体です。2009年12月現在、約290社の会員
に支えられ活動しております。

日本GAP協会　　〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3番29号
日本農業研究所ビル 4階
商談会担当　TEL：03-5215-1112　FAX：03-5215-1113
E-mail：info@jgap.jp

場所：FOODEX会場内　8ホール　小間番号8D40
JGAP認証農場　合同商談会　セミナー・講演会場にて

＜本日 注目の講演＞　※聴講無料

3月3日（水）版

12時00分～

●福永庸明
イオンアグリ創造(株)　取締役本部長
『イオンによるGAP普及と今後について』

13時00分～

●田村浩至
(株)ダイエー 品質管理センター　食品担当チーフテクノロジスト
『小売業から見たＪＧＡPの重要性』

14時30分～

●小田原次洋
三菱商事アグリサービス(株)
『売れる農産物づくり　～当社のＪＧＡＰ導入支援～』

＜３月３日（水）の全講演スケジュール＞

武田泰明

伊藤寿

逸見幸俊

福永庸明

鶴海良三

秋庭和也

日本ＧＡＰ協会　専務理事

ヒル・ラボラトリーズ・ジャパン

イオンによるGAP普及と今後について

イーサポートリンク(株)

(株)アグリコンパス　取締役

武田泰明 日本ＧＡＰ協会　専務理事

日本ＧＡＰ協会　研修事業担当

信頼できる農場の目印　ＪＧＡPのご紹介

拡販のための残留農薬分析

栽培履歴記帳システム「農場物語」のご紹介

逸見幸俊 イーサポートリンク(株) 栽培履歴記帳システム「農場物語」のご紹介

富田浩司
アイアグリがご紹介するＪＧＡP認証農場
～ＪＧＡP認証農場による産地形成～

小田原次洋 三菱商事アグリサービス(株)
売れる農産物づくり
～当社のＪＧＡＰ導入支援～

逸見幸俊 イーサポートリンク(株) 栽培履歴記帳システム「農場物語」のご紹介

武田泰明 日本ＧＡＰ協会　専務理事 信頼できる農場の目印　ＪＧＡPのご紹介

生産工程管理システム　「アグリコンパス」

田村浩至 小売業から見たＪＧＡPの重要性

信頼できる農場の目印　ＪＧＡPのご紹介

ＪＧＡＰを学ぶ研修のご紹介

講演者 所属・役職 講演テーマ

イオンアグリ創造(株)　取締役本部長

アイアグリ(株)　ＪＧＡＰ導入支援センター

(株)ダイエー 品質管理ｾﾝﾀｰ　食品担当ﾁｰﾌﾃｸﾉﾛｼﾞｽﾄ

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

30分

0分

30分

0分

30分

0分

30分

0分

30分

0分

30分

30分

0分

開始時間



講演のご案内

ＪＧＡＰ（ジェイギャップ）

農場管理を”見える化”し、食の安全を確保する手法

　＊ＪＧＡＰは、農林水産省が推奨する農業生産工程管理手法の一つです。ＪＧＡＰは、信頼できる農場の目印です。

●主催：　NPO法人日本GAP協会
日本GAP協会は、日本における本格的なGAPであるJGAP

（Japan Good Agricultural Practice）の普及を推進している
民間非営利団体です。2009年12月現在、約290社の会員
に支えられ活動しております。

日本GAP協会　　〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3番29号
日本農業研究所ビル 4階
商談会担当　TEL：03-5215-1112　FAX：03-5215-1113
E-mail：info@jgap.jp

場所：FOODEX会場内　8ホール　小間番号8D40
JGAP認証農場　合同商談会　セミナー・講演会場にて

＜本日 注目の講演＞　※聴講無料

3月4日（木）版

＜３月４日（木）の全講演スケジュール＞

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

30分 武田泰明

0分 伊藤寿

30分 富田浩司

0分 逸見幸俊

30分

0分

武田泰明

30分

0分

30分

0分

30分

30分

0分

秋庭和也

日本ＧＡＰ協会　専務理事

ヒル・ラボラトリーズ・ジャパン

アイアグリ(株)　ＪＧＡＰ導入支援センター

イーサポートリンク(株)

日本ＧＡＰ協会　専務理事

逸見幸俊 イーサポートリンク(株)

日本ＧＡＰ協会　研修事業担当

信頼できる農場の目印　ＪＧＡPのご紹介

拡販のための残留農薬分析

アイアグリがご紹介するＪＧＡP認証農場
～ＪＧＡP認証農場による産地形成～

栽培履歴記帳システム「農場物語」のご紹介

久留原昌彦 セブンファーム／(株)イトーヨーカ堂　青果部 (株)セブンファーム富里　～ＪＧＡＰ取得までの経緯～

鶴海良三 (株)アグリコンパス　取締役 生産工程管理システム　「アグリコンパス」

鶴海良三 (株)アグリコンパス　取締役 生産工程管理システム　「アグリコンパス」

逸見幸俊 イーサポートリンク(株) 栽培履歴記帳システム「農場物語」のご紹介

小田原次洋 三菱商事アグリサービス(株) 売れる農産物づくり　～当社のＪＧＡＰ導入支援～

武田泰明 日本ＧＡＰ協会　専務理事 信頼できる農場の目印　ＪＧＡPのご紹介

信頼できる農場の目印　ＪＧＡPのご紹介

栽培履歴記帳システム「農場物語」のご紹介

ＪＧＡＰを学ぶ研修のご紹介

講演者 所属・役職 講演テーマ開始時間

11時00分～

●伊藤寿
ヒル・ラボラトリーズ・ジャパン
『拡販のための残留農薬分析』

13時00分～

●久留原昌彦
セブンファーム／(株)イトーヨーカ堂　青果部
『(株)セブンファーム富里　～ＪＧＡＰ取得までの経緯～』

14時00分～

●鶴海良三
(株)アグリコンパス　取締役
『生産工程管理システム　「アグリコンパス」』



講演のご案内

ＪＧＡＰ（ジェイギャップ）

農場管理を”見える化”し、食の安全を確保する手法

　＊ＪＧＡＰは、農林水産省が推奨する農業生産工程管理手法の一つです。ＪＧＡＰは、信頼できる農場の目印です。

●主催：　NPO法人日本GAP協会
日本GAP協会は、日本における本格的なGAPであるJGAP

（Japan Good Agricultural Practice）の普及を推進している
民間非営利団体です。2009年12月現在、約290社の会員
に支えられ活動しております。

日本GAP協会　　〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3番29号
日本農業研究所ビル 4階
商談会担当　TEL：03-5215-1112　FAX：03-5215-1113
E-mail：info@jgap.jp

場所：FOODEX会場内　8ホール　小間番号8D40
JGAP認証農場　合同商談会　セミナー・講演会場にて

＜本日 注目の講演＞　※聴講無料

3月5日（金）版

11時00分～

●岡田貴浩
横浜丸中青果(株)
『横浜丸中青果の青果物流通戦略』

12時30分～

●岡田利奈
エフティピーエス(株)
『生産-販売をつなぐ農産物ブランド「日本の野菜」　-ＪＧＡＰ認証農場農産物ブランド-』

13時00分～

●坂野勝則
(株)ミツハシ
『ＧＡＰで「選ばれる産地づくり」　ミツハシライス』

＜３月５日（金）の全講演スケジュール＞

10時

11時

12時

13時

14時

15時

30分 芥川和弘

0分 岡田貴浩

30分

0分

伊藤寿

30分

中神龍一

0分

鶴海良三30分

0分

30分

0分

30分

イーサポートリンク(株)

横浜丸中青果(株)

ＭＣプロデュース(株) ＭＣプロデュースの青果物流通戦略

ヒル・ラボラトリーズ・ジャパン

(株)アグリコンパス　取締役

武田泰明 日本ＧＡＰ協会　専務理事

栽培履歴記帳システム「農場物語」のご紹介

横浜丸中青果の青果物流通戦略

拡販のための残留農薬分析

岡田利奈 エフティピーエス(株)
生産-販売をつなぐ農産物ブランド「日本の野菜」
-ＪＧＡＰ認証農場農産物ブランド-

小田原次洋 三菱商事アグリサービス(株) 売れる農産物づくり　～当社のＪＧＡＰ導入支援～

有井雅幸 東京デリカフーズ(株) Farm to Wellness倶楽部について

秋庭和也 日本ＧＡＰ協会　研修事業担当 ＪＧＡＰを学ぶ研修のご紹介

生産工程管理システム　「アグリコンパス」

坂野勝則 (株)ミツハシ ＧＡＰで「選ばれる産地づくり」　ミツハシライス

信頼できる農場の目印　ＪＧＡPのご紹介

講演者 所属・役職 講演テーマ開始時間


