
※　審査の結果、ご希望にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

平成３０年４月１日現在

　＜運転資金＞１年超５年以内
  ＜設備資金＞１年超１５年以内（法定耐用年数以内）
　※　１年以内の据置期間を含みます。
　※　お借換え資金については、原則として残存期間の範囲内とします。

元金一括返済 元金均等毎月返済または元利均等毎月返済

保証料

ご返済方法

　信用保証協会をご利用の場合は、別途保証料が必要となります。

　当行所定の利率（固定金利または変動金利）を適用いたします。
　※　ご融資期間１０年超の場合は、変動金利となります。

　個別の審査となります。担保・保証人

団体信用生命保険なし 団体信用生命保険なし

ご融資金額

ご融資利率

ご融資期間

ご利用いただける方

お使いみち

1年以内

証書貸付

団体信用生命保険あり

手形貸付

　中堅・中小企業および個人事業主の方 　中堅・中小企業および個人事業主の方

　　　　　以下の条件を満たす中堅・中小企業（※）
  　　　　および個人事業主の方
　　　　　※中小企業基本法第２条に該当する中小
  　　　　企業者、または信用保証協会法第２０条
  　　　　に定める中小企業者のうち医業を主たる
  　　　　事業とする方
 　　　　 ①保険加入者（法人の場合は代表権を
      　　　　有する連帯保証人１名）の借入時年齢
      　　　　が満２０歳以上７５歳以下で、 完済時
      　　　　年齢が満８０歳以下であること
　　　　　②当行所定の団体信用生命保険に加入
      　　　　可能なこと

※　当行既往ご融資資金のお借換えにはご利用いただけません。

　５億円以内 　５億円以内 　１億円以内

事業に必要な運転資金 事業に必要な運転資金・設備資金（借換資金を含みます）

山梨中央銀行は、地域ブランド産業や 

成長分野ビジネスに関する取り組みを 

応援いたします。 
ぜひお気軽にご相談ください。 

幅広い資金ニーズにご利用いただけます。 

担当      TEL 

◎ くわしくは山梨中央銀行の窓口までお気軽にお問い合わせください。 

■山梨中銀 地域活力強化ファンドの概要 

https://www.yamanashibank.co.jp/ 
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●会員について     山梨県内の＜食＞に関連する事業に携わる方。 

※入会は当行所定の基準を満たす事業者に限らせていただきます。 

●入会金・年会費  不要です。 

●活動内容      ・「やまなし食のビジネス情報連絡会」開催     ・会員の情報トピックのご案内 

●活動内容      ・販路開拓、拡大支援             ・アグリビジネス支援 

●活動内容      ・国、県などの新施策情報およびイベント情報のご案内 

●活動内容       ※具体的な活動内容は裏面をご覧ください。 

●申込方法        お取引店にて申込書をお渡しいたします。 

山梨中央銀行では、食品関係のお取引様のビジネス支援策の一環として、２００６年１１月「やまなし 

食のビジネス情報連絡会」を発足し、会員相互の交流機会の提供や情報提供などを行っています。 

本会を通じたネットワーク拡大・情報収集等により、さまざまな新規ビジネス・お取引が始まっています。 

新たなビジネス創出の機会として入会をご検討ください。 

やまなし食のビジネス情報連絡会の仕組み 

会員相互の交流機会を提供し、相互のネットワーク拡大、新たなビジネス創出を図るとともに、会員相互の連携を

促進し、＜食＞を通じた地域経済の活性化を目的としています。  

やまなし食のビジネス情報連絡会について 

山梨中央銀行        ℡        担当  

山梨中央銀行 

やまなし食のビジネス情報連絡会 
入会のご案内 

会 員 協力機関 
○農産物生産者 

○食品関連事業者 

○農畜産物加工販売業 

○食品製造加工業 

○食品卸売業 

○小売業 

○外食・中食業 

○ホテル・旅館業 

○運輸業 

○山梨県 

○山梨大学 

○山梨学院大学 

○山梨学院短期大学 

○山梨県立大学 
○日本政策金融公庫 

○その他関係団体 

 

 

やまなし食の 

ビジネス情報連絡会  
事務局：山梨中央銀行 

新たなビジネス創出（販路開拓・拡大・新商品開発等） 

地域経済の活性化 

会員相互の 

ネットワークを構築 

入会金・年会費不要 
参
画 

協
力 

研究機関との共同開発等 

のコーディネート 

経営課題等、自由な 

意見交換の場を提供 
先進事例の紹介 

会員相互の交流による 

ネットワーク拡大 

＜食＞関連事業者さまを応援いたします。 
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タイムリーな国・県などの新施策およびイベントなどの情報提供をはじめ、販路開拓・拡大支援につながる事例 

紹介や外部講師による講演、会員同士の情報交換・交流などを行います。 

     ＜「やまなし食のビジネス情報連絡会」開催概要紹介 ＞ 

事例紹介 

（外部講師・会員） 

●地域活性化に向けた先進事例紹介        

●日本産品の輸出に関する事例紹介       

●「やまなし食のマッチングフェア」成功事例発表 

●農業に関する先進事例紹介 

●会員による事例紹介 

 

●「食のビジネス情報連絡会」をきっかけに誕生した新事業の事例紹介 

講演 

（外部講師） 

●農産物・販路開拓戦略 

●マーケティングの基礎・農食関連ビジネス成功事例 

●ＴＰＰ大筋合意！食関連産業への影響と経済効果 

●観光マーケティングから見た“食”の重要性 

●安心・簡単「toC輸出」で“こだわりの山梨産品”を世界に! 

●ＨＡＣＣＰ義務化をピンチからチャンスに変える！ 

●経済連携協定（TPP11,EPA等） 

●販路拡大の秘訣とは？ 

●消費者（女性）が求める商品 

●特産品のブランド化について 

●地方だからできる EC活用戦術 

●県内のHACCP導入状況とサポート体制 

●導入しやすい農・食分野でのＩＴ活用 

●消費税の軽減税率 

●ホームページで失敗しないための基礎知識 

●食品表示法完全施行について 

情報提供 

（協力機関等） 

●農商工連携等国支援施策の紹介           

●６次産業化法に関する説明               

●山梨県立大学研究紹介 

●海外展開およびその支援体制 

●地域資源活用プログラムの紹介 

●峡東ワインリゾート構想について 

●農商工連携の課題と今後の方向性 

●山梨大学生命環境学部との連携の可能性 

●タイにおける日本食事情 

●山梨県における食品のブランド化戦略 

●農産物の最新トレンド、販売戦略について 

 

その他 

●情報・意見交換会  

●会員商品のＰＲと女性目線での商品モニタリング 

●国支援施策認定事業者（会員）によるﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

●アグリビジネス事例の先進地視察 

●個別相談会 

●グループディスカッション 

    

   

 

    

経営感覚と起業家精神をもって新しいアグリビジネス、６次産業化を推進する経営 

者および将来の経営者を育成するための講座です。 

    ・企業的農業経営者としての基本的知識・心構え 

     経営、財務、人材育成、流通、セールス等のマネジメント知識およびグループ 

ディスカッション 

    ・講  師：各講義に合わせた専門分野の農業生産法人経営者、大学講師等 

    ・開催回数：全１２回 

活動内容紹介 ＊やまなし食のビジネス情報連絡会の開催概要 

Yamanashi Chuo Bank やまなし食のビジネス情報連絡会 

やまなし食のビジネス情報連絡会事務局  

TEL：055-224-1541 FAX：055-232-5562 E-mail：shoku@yamanashibank.co.jp 

活動内容紹介 ＊アグリビジネススクール 

２０１９年１２月１日現在 
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アグリビジネス 

スクール２０１９ 

受講のご案内 
 

 

 

 

 

■このような展望・課題をお持ちの方に最適です。 

☑ 企業的農業経営者として「経営能力」を身につけたい方 

☑ ６次産業化を推進する経営者の方 

☑ 将来農業経営を目指す方 

☑ 異業種からの農業参入を検討している方 

☑ 農業の活性化を真剣に考えている方 

☑ 現在（過去）受講していて、さらにステップアップを目指す方 

■概 要 

◆ 内 容 企業的農業経営者としての基本的心構えを学びます。 

◆ 内 容 財務、人材育成、流通、生産管理、マーケティング等 

のマネジメント知識習得のための講座、ディスカッショ 

ンや、実務に活かせるよう、農業現場見学等を行いま

す。 

◆ 期 間 ２０１９年４月～２０２０年２月（１２回＋課外講座１回） 

◆ 会 場 山梨学院大学（メイン会場）など 

◆ 受 講 料 ４２，０００円（消費税等込） 

◆ 定 員 ５０名程度 

◆ お申込方法 別添の「受講申込書」にご記入のうえ、事務局あて                

◆ お申込方法  ＦＡＸしてください。 

◆ お申込期限 ２０１９年４月１６日（火） 

◆ 協 力 山梨学院大学 

本スクールは「やまなし食のビジネス情報連絡会」会員さま向けの講座です。 

受講申込みと同時に入会をお申込みください（詳しくは裏面をご覧ください）。 

㈱サラダボウル協力 

「産業競争力強化法に基づく創業支援

事業計画」の特定創業支援事業です。 

 

「産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画」特定創業支援事業 

創業を予定されている方は、本スクールを一定回数以上受講すれ

ば、株式会社設立時の登録免許税が軽減される等のメリットがあり

ます。（詳しくは中面をご覧ください。） 

農業経営の 

プロフェッショナルを

目指しませんか。 

就農する方も 

大歓迎！ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

本スクールは農業経営に特化したビジ

ネススクールです。 

講座は、先進的な農業技術を導入し、

全国でも注目を集める ㈱サラダボウ

ルの田中社長を中心に、行政機関、税

理士や大学教授などの各専門家が行

います。 

企業的農業経営者として身につける 

べき基本事項の習得だけでなく、最新

の農業経営について学ぶ絶好の機会

です。 

企業の農業参入など大きく変化して 

いる農業・食品業界の変化をビジネス

チャンスへ活かすツールとしてご活用 

ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

■ お問い合わせ先 

山梨中央銀行  

法人推進部 法人ソリューション室 
（やまなし食のビジネス情報連絡会事務局） 

・ＴＥＬ ０５５-２２４-１５４１ 
月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

・ＦＡＸ ０５５-２３２-５５６２ 

・E-mail 

shoku@yamanashibank.co.jp 

・HP 

https://www.yamanashibank.co.jp 
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 開催日・時間 内   容 講  師 創業支援 
（受講必須） 

１ 

２０１９年 

１４月２３日（火） 
Time 18:30-21:30 

■オリエンテーション 

■講座概要説明＆ゴールイメージ 
㈱サラダボウル  

２  ５月１４日（火） 
Time 18:30-21:30 

■経営マネジメント① 

・農業経営における法人化の意義 

■受講生自己紹介＆受講目的 

行政機関 ● 

３ １５月２８日（火） 
Time 18:30-21:30    

■経営マネジメント② 

・農業経営組織論、人材採用・育成 

■ディスカッション 

農業人材事業経営者 ● 

４  ６月１５日（土） 
Time 15:00-18:00 

■人材マネジメント 

・チームビルディング（組織づくり） 

■ディスカッション 

人材育成コンサルタント ● 

５ １８月２７日（火） 
Time 18:30-21:30 

■財務マネジメント 

・経営者に必要な財務の知識 

■ディスカッション 

税理士 ● 

６  ９月１０日（火） 
Time 18:30-21:30 

■生産マネジメント① 

・力強い現場作りのための現場観察と改善 

■ディスカッション 

山梨学院大学  

７ １０月６日（日） 
Time 8:00-12:00 

■生産マネジメント② 

・農業現場見学 
山梨学院大学  

８ １０月２９日（火） 
Time 18:30-21:30 

■流通マネジメント 

・青果流通の仕組みと販売現場の最前線 

■ディスカッション 

県内スーパーバイヤー 

行政機関 
● 

課

外

講

座 

１１月１６日（土） 
 Time 11:00-16:00 

(予定) 

■流通現場見学 

・卸売現場の最前線 

  大田市場見学（希望者のみ自由参加） 

卸売業者 

行政機関 
 

９ １１月２６日（火） 
Time 18:30-21:30 

■ＩｏＴマネジメント 

・農業分野へのＩｏＴの導入について 

■ディスカッション 

ＩｏＴ関連事業者  

10 １２月１４日（土） 
Time 15:00-18:00 

■セールスマネジメント① 

・マーケティング 

■ディスカッション 

山梨学院大学  

11 

２０２０年 

 １月２１日（火） 
Time 18:30-21:30 

■セールスマネジメント② 

・農産物ブランディングと事業承継 

■ディスカッション 

先進的農業経営者  

12  ２月２２日（土） 
Time 14:00-18:00 

■経営マネジメント③ 

・全体振り返り 

■ディスカッション 

㈱サラダボウル ● 
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２０１９年７月に新宿（東京）で開催予定の、食の展示・商談会「やまなし食のマッ

チングフェア２０１９ in TOKYO」に、アグリビジネススクール受講生専用ブースを

ご用意いたします。                                          

本フェアは、食品バイヤーなど約１，１００名が来場し、当日は約２，６００件の商談

が実施されるなど、販路開拓・拡大、新たなビジネスチャンスを創出する絶好の機

会です。                                             

ぜひ、みなさまが生産・販売する商品の商談・ＰＲする場としてご活用ください。

（自由参加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アグリビジネススクール 2018 の様子 

・農繁期（６月～９月）には負担の少ない日程となっています。 

・座学だけでなく、農業現場見学等の体験型講座も予定しています。 

・ディスカッションなどを通じて、受講者間の情報・意見交換や交流など有益な機会が 

得られます。 

企画・メイン講師紹介：㈱サラダボウル 代表取締役社長  田中 進 

氏 
●プロフィール 

山梨県中央市出身。大学卒業後、銀行・外資系生命保険会社でトップセールスを記録

した異色の経営者。「農業で改革を起こし、日本の農業の新しいカタチを創りたい！」と

の思いから 2004 年農業法人「農業生産法人㈱サラダボウル」、2005 年ＮＰＯ法人「農

業の学校」を設立。田中氏の先進的な農業に共感し、全国から講師の依頼が殺到。秋

田・熊本などでアグリビジネススクールを開催しているほか、講演も数多くこなしている。  

また全国から農業に夢と情熱を持った多くの仲間が田中氏のもとに集結し、「サラダボウ

ル」の農業を通じてマネジメント力のある人材育成を行っている。 

※著書「ぼくらは農業で幸せに生きる」（ザブック） 

 

 
アグリビジネススクールは特定創業支援事業です。 

アグリビジネススクールは、県内の各市町村が策定し、国から認定を受けている「産業競争力強化法に  

基づく創業支援事業計画」における特定創業支援事業です。 

創業を予定されている方は、本スクールを一定回数以上（注１）受講すれば、創業する際に、株式会社設立時の登録免

許税が軽減される（注２）等のメリットがあります。 

（注１）左記カリキュラムの「創業支援」欄に●がある６講座をすべて受講し、かつ全体の７割（９講座）以上 

（注２）資本金の０．７％⇒０．３５％ ※最低税額は１５万円のところ７．５万円に減額 

受講にあたって 

＜講座＞ ＜ディスカッション＞ ＜農業現場見学＞ 

課外授業 「やまなし食のマッチングフェア２０１９ in ＴＯＫＹＯ」 
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【やまなし食のビジネス情報連絡会】は食品関連事業を営むみなさまのビジネス支援のための会であり、   

会員相互の交流機会の提供や情報提供などを行っています。本会を通じたネットワーク拡大・情報提供   

等により、さまざまな新規ビジネス・お取引が始まっています。 

受講のお申込みと同時に入会のお申込みを承ります。 
 

●仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会員数 約３９０社 
農産物生産者、食品関連事業者、農畜産物加工販売業、食品製造加工業、食品卸売業、小売業、外食・中食業、 

ホテル・旅館業、運輸業 

●協力機関 
山梨県、山梨大学、山梨学院大学、山梨学院短期大学、山梨県立大学、日本政策金融公庫、その他関係団体 

●入会金・年会費  不要です。 

●活動内容        ・「やまなし食のビジネス情報連絡会」開催     ・会員の情報トピックスのご案内 

●活動内容        ・販路開拓、拡大支援                ・アグリビジネス支援 

●活動内容        ・国、県などの新施策情報およびイベント情報のご案内 
 

第２９回（２０１９年１月２２日開催） 

●講演「販路拡大の秘訣とは？」 
株式会社山梨日日新聞社 広告局次長 坂本秀二氏を講師に迎え、販路拡大支援の経験に基づいたさまざまな具体

例を交えながら、商品開発のポイントや効果的なＰＲ方法等について解説いただきました。 

●講演「ネットショップで失敗しないための基礎知識」 
株式会社オルセル 代表取締役 齋藤竹紘氏を講師に迎え、全国約３，０００社に対してネットショップのサポートを展 

開されている実績を基に、ネットショップの成功阻害要因や戦略的思考の実践についてご紹介いただきました。 

●個別相談会 

講演後、坂本氏、齋藤氏それぞれ３社の個別相談に乗っていただきました。 

 

 

 

 

 

協
力 

やまなし食のビジネス情報連絡会 （入会金・年会費不要） 

研究機関との共同開発等 

のコーディネート 

経営課題等、自由な 

意見交換の場を提供 
先進事例の紹介 会員相互の交流による 

ネットワーク拡大 

新たなビジネス創出（販路開拓・拡大・新商品開発等） 

地域経済の活性化 

会 員 協力機関 
○ 農産物生産者 
○ 食品関連事業者 
○ 農畜産物加工販売業 
○ 食品製造加工業 
○ 食品卸売業 
○ 小売業 
○ 外食 ・ 中食業 
○ ホテル ・ 旅館業 
○ 運輸業 

○ 山梨県 
○ 山梨大学 
○ 山梨学院大学 
○ 山梨学院短期大学 
○ 山梨県立大学 
○ 日本政策金融公庫 
○ その他関係団体 

やまなし食の 

ビジネス情報連絡会 
事務局：山梨中央銀行 

入会金・年会費不要 

会員相互の 

ネットワークを構築 

参 画 

協 力 
参
画 

協
力 
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