
事 業 所 名 所在地

企業ＰＲ
弊社はお味噌とこだわり食品・菓子の専業卸問屋です。全国各地で生まれ育まれた地産地のこだわりと伝統の美味さを全国の食卓へ

お届けします。

仕入希望 常温食品全般、今回は特にスイーツ、菓子関係の地産地メーカー様との商談を求めています。

商談会出席者 開発商品部 菓子担当マネージャー 阿部一之

ホームページ http://www.japonix.co.jp/

企業ＰＲ

｢めっちゃ魚が好き株式会社｣は2013年9月に設立した会社です。

このインパクトのある社名は、立ち上げメンバーが公募で決めたものです。

公募で決めた背景には、社員一人ひとりが、自由な社風の下、自分たちで考えオリジナリティあふれるお店をつくってほしいという

想いがあったからです。

飲食店経営、コンサルティングなどの事業を行っております。

外食離れが叫ばれ、生存競争が激化する飲食業界の中で、徹底した現場主義と綿密なマーケットリサーチで、｢豊丸食堂｣をはじめ、

現在12店舗を展開しております。

仕入希望

物流が確保できていることが大前提です。

・魚関係(マグロの中落ち・心臓・ほほ肉等の希少部位、干物、カニ)

・野菜(サイズが大きい等の変わった野菜、メイン食材になるようならば最高です)

地元に特化しており、メニュー化しやすい商品を提案していただきたい。

商談会出席者 取締役 森田晃平

ホームページ http://www.sakana-suki.com/

企業ＰＲ

自分たちが自信を持っておすすめできるものしか売らないお店です。（大阪府下２店舗）

店主自ら全国津々浦々を訪ね、自分の目と舌で目利きした全国のおいしいものを扱っている食のセレクトショップです。

私達が食べて自信を持ってお勧めできるものしか売りません。

「おいしいものは心も体も元気にする」

私達がそうだったように、私達のお届けする食べ物がお客様の元気になりますように。

全国の真面目な作り手さんの想いがお客様に伝わりますように。

仕入希望 出来る限り添加物不使用が好ましい。一緒に商品を育てることが出来る食品全般を広く希望します。

商談会出席者 岸菜賢一

ホームページ http://www.kishinaya.com/

企業ＰＲ

弊社は、百貨店系通販、通販専門会社、ＷＥＢ通販、ギフトカタログ等の通販関係媒体へ商品の提案、納入をしております。

仕入メーカー様のうち約95％のメーカー様と直でお取引させていただいており、そのスタンスは創業当時より変えておりません。

生産者様、メーカー様の自社商品に対する熱い思いをしっかりと受け止め、私達も皆様のお手伝いをさせていただき、またお力も貸

していただければと思っております。

小さな会社ではありますが、メーカー様と誠意を持ってお取組みさせていただきます。

仕入希望 魚・肉系の惣菜食品。スイーツ。旬の魚、フルーツ。

商談会出席者 取締役 吉﨑研一

ホームページ http://bimi-assistplan.com/

ＰＲ

2014年３月に百貨店、展望台、ホテル、美術館、オフィスを併せ持つ高さ日本一(約300m)の超高層複合ビル｢あべのハルカス｣が

オープンしました。

当社は、その核施設として営業面積１０万㎡を有する日本最大級の百貨店です。｢常に新しい発見がある｣「毎日立ち寄りたくなる」

…出会いがあり楽しい時間をお過ごしいただける、百貨店の創造を目指しています。

仕入希望 産直対応が可能なギフト形態商品

商談会出席者 百貨店事業本部 商品製作推進部 係長 湯瀬光一

ホームページ https://www.d-kintetsu.co.jp/corporate/

企業ＰＲ

弊社は「地域創生」ならびに「地域の活性化」を支援することを事業理念とした企業であり、 その中でも当事業部は「ギフト通販

事業」をメインとして、「ベンダー・卸事業」、また各自治体と協業して「ふるさと納税代行事業」など展開しております。

今回は、「ギフト通販事業」ならびに「ベンダー・卸事業」で取り扱うことができる「ギフト商品」や「こだわりの逸品」を探して

おります。是非とも、いろいろな商品のご提案お待ちしております。

仕入希望 こだわりの地域産品 (期間限定商品などでも構いません)

商談会出席者 地域ソリューション企画部 Eコマース事業課 次長 北門 進    主任 宮浦一鷹

ホームページ http://www.scinex.co.jp/

ＰＲ

当協会は、食育をキーワードに｢食の楽しさ｣｢食の大切さ｣を伝えていくための礎となることを目指しています。

これまでに当協会のセミナー、講演会に参加した人は２万人を超えました。

食の楽しさ、大切さをコミュニケーションを通して伝える人材｢食育コミュニケーター｣を養成しており、現在４,０００名以上が認

定を受けています。

その他、一家にひとりの聞き役｢食卓カウンセラー｣。食と健康のエキスパート｢食育・健康改善プランナー｣の養成と認定を行ってい

ます。昨年より100年先まで伝えたい食を認定。認定した商品を中心に「おいしいハート」のオンラインショップで販売していま

す。

仕入希望 ｢おいしいハート.net｣で紹介、販売できる食材

商談会出席者 代表理事 石原奈津子

http://e-shokuiku.net/

http://www.oishii-heart.net

ＰＲ

弊社は、近畿地方を中心に、衣料品、食料品、電器、家具、レジャー用品、 日用雑貨等の総合小売業のチェーンストアを展開して

おります。

｢地域のお客様が、健康で楽しく、心豊かな生活がおくれるように、安全で安心な商品とサービスの提供を通して“ええもん安い”の

商道を追求し、社会に貢献します｣という経営理念を掲げ、地域のお客様の暮らしに欠かすことのできない存在であり続けることを

目指しております。

仕入希望 水産物全般　（水産物を使用した加工品も含む）

商談会出席者 水産部 次長 中村仁俊      水産部 バイヤー 松本晋介

ホームページ http://www.izumiya.co.jp/
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大阪府大阪市

一般社団法人

日本食育コミュニケーション協会

株式会社 ジャポニックス

めっちゃ魚がすき 株式会社 大阪府大阪市

大阪府大阪市

大阪府大阪市

株式会社 サイネックス 大阪府大阪市

きしな屋 大阪府大阪市

有限会社 アシストプラン

株式会社 近鉄百貨店

大阪府大阪市

イズミヤ 株式会社 大阪府大阪市
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事 業 所 名 所在地

《第2回 米子がい～な 境がい～な「食」商談会》

買い手企業一覧表

企 業 概 要

企業ＰＲ

弊社は、全国各産地の旬の商品や各産地ならではの商品等々の食品全般を取り扱いいたしております。

先様のニーズにあわせた商品を探し、企画し、提供、また、卸売、などなど多岐にわたっての事業を行っておりますので、幅広い

ジャンルでのご提案をお願いします。

仕入希望
小売店への直接販売を目的としたメーカー様ではなく、卸を目的としたメーカー様と、単品・ギフト等の多岐に対応する、産地カ

ラーを持った商品を求めています。

商談会出席者 セールスマネージャー 市原千佳恵

ホームページ －

企業ＰＲ

まんてん堂はお客様ひとりひとり、まんてんの笑顔を形にします。

｢ Food ｣｢ EC ｣｢ Design ｣の3つの柱を中心にブランド構築し付加価値ある商品をクライアントへ企画提案を行います。

主な事業内容

　お中元・お歳暮などを中心としたギフト商材の企画開発及び流通

　カタログ販売・通信販売・ECサイトでの展開

　ブランド構築及びコンサルタント

　セットアップを含む作業及び物流の確保

温度帯を選ばず、お客様へ商品を発送できるよう提携のセンターを保有しています。

当社にてセットアップ（化粧箱・熨斗・包装対応）、小ロットでの出荷、個別配送などにも対応させていただきます。

販売先の確保やアテンドを含め、価格競争に負けない商品作りを共に行い、仕入先様とお互いに、より良いビジネスへ発展させる事

が当社のコンセプトです。

仕入希望 カタログ販売、EC(電子商取引)サイト等での販売が可能な水産加工品、その他加工食品(OEM含む)。

商談会出席者 食品事業部 統括部長 深井一仁    食品事業部 営業 西口 稔

ホームページ http://www.mantendo.com/

企業ＰＲ

弊社は、物流会社センコーグループの総合商社として、常に革新的な挑戦をしながらお客様を支えています。

｢お中元｣｢お歳暮｣等のギフトの職域販売を中心に、全国の旬で美味しいものを取り扱っております。

BtoCはもちろん、BtoB、BtoEなどあらゆる販路に商品をご提供します。

仕入希望 ギフト商材(お中元・お歳暮)

商談会出席者 通販店舗事業部 山本明香里

ホームページ https://www.senko-shoji.co.jp/

ＰＲ 近畿・京阪地区を中心に活動しております。地酒やアソートギフトの商材を探しております。

仕入希望 日本酒、ギフト商品、食品

商談会出席者 商品部 部長 田中 進

ホームページ http://www.yatani-s.co.jp/index.html

ＰＲ

明治４３年創業の食品卸の会社でございます。販売先としましては、全国主要空港売店、東京駅土産物売り場です。また、ノベル

ティ、記念品の販売先がございます。国内のカーディーラー様の来場記念・成約記念品、大手電機会社様の展示会での来場記念品、

大手企業様の株主総会での記念品等です。あとは、自社ビル１Ｆにて｢錢屋カフヱー｣を営業しており、そこで｢全国、世界各地のこ

だわり商品｣を販売しており無添加で｢自然｣をアピールできる商材のご提案があればと思っております。ノベルティー商品の価格帯

は＠１００～４００程度が売れ筋で、成約記念品は＠３０００～１００００程度です。また弊社１Ｆでの販売予定商品としては＠５

００～１０００ぐらいを考えております。最後に、最近力を入れているのは｢yahooショップ、楽天ショップでの通販｣でございま

す。そこでは、全国各地の産地直送商品を販売しております。通販の販売価格帯としましては、上代＠３５００～６０００程度のも

のが売れ筋でございます。あと、最後に「健康」を軸に野菜、海産物、自然食品等を探しております。各大手企業の健保組合員様向

けに商品を斡旋したいと考えております。是非とも、ご提案をいただければと存じます。何卒、宜しくお願い申し上げます。

仕入希望 水産品、農作物、加工品等の産直（宅配）商品

商談会出席者 企画営業 河之形 学　　企画営業 西村延泰

ホームページ https://www.zeniyahompo.com/

ＰＲ ｢庄や｣｢やるき茶屋｣｢日本海庄や｣を中心とした飲食店グループ。新業態｢大庄水産｣｢肉バル　RAMP CAP｣も展開中

仕入希望 鮮魚、水産加工品、野菜など

商談会出席者 営業本部 支店長 玉城里志　　営業本部 調理次長 光本邦弘

ホームページ http://www.daisyo.co.jp/

ＰＲ

地下鉄御堂筋線本町駅至近、閑静なビジネス街にある「都会のオアシス」的な居酒屋です。

活気溢れる店内には、ゆったりしたテーブルやカウンター席を82席ご用意しております。

備長炭で焼いた｢大山どり｣や、｢境港産お魚｣を始め、地産地消の味が楽しめるメニューを多数ご用意しております。

仕入希望
鳥取がイメージ出来るような商材で、なおかつ｢お通し｣｢宴会料理｣｢一般メニュー｣の1品になるような商材を探しております。

例）らっきょ・ひもの等

商談会出席者 店主 榎本将俊　副店主 柚木智子

ホームページ http://www.pref.tottori.lg.jp/270611.htm

ＰＲ

株式会社うおいちは、平成18年10月、昭和22年の創業以来、中央卸売市場で卸売事業を営んできた大阪魚市場株式会社（現：ＯＵ

Ｇホールディングス株式 会社）が会社分割後、新生大阪魚市場株式会社となり、その後平成19年10月にグループ企業である和歌山

魚類株式会社、滋賀県魚市場株式会社と統合し誕生しました。私たちの営む卸売事業（荷受事業）は、会社設立時にＯＵＧホール

ディングス株式会社から事業承継されたもので、既に約70年の歴史とノウハウを保有しております。よろしくお願い致し ます。

仕入希望 海産物全般：生鮮・加工品・冷凍品・日配品

商談会出席者 販促営業広報課 綿谷宗己 山口和彦

ホームページ https://www.uoichi.co.jp/index.html

株式会社 物産食品

大阪府大阪市

株式会社 うおいち 大阪府大阪市

大阪府大阪市

株式会社 錢屋本舗

大阪府大阪市

大阪府大阪市

備後町酒場 大阪府大阪市

有限会社 まんてん堂

株式会社 大庄 近畿支店 大阪府大阪市

センコー商事 株式会社

ヤタニ酒販 株式会社 大阪府大阪市

http://www.mantendo.com/
https://www.senko-shoji.co.jp/
http://www.yatani-s.co.jp/index.html
https://www.zeniyahompo.com/
http://www.daisyo.co.jp/
http://www.pref.tottori.lg.jp/270611.htm
https://www.uoichi.co.jp/index.html
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ＰＲ

弊社は、食料品・飲料の製造、販売および輸出入および飲食店経営事業。並びに全国の特選食品を扱う｢こだわり食品｣の卸売販売

(グロッサリー、日配、菓子、パン、調味料等)を行っています。

保存料や着色料など食品添加物を極力使用していない｢安全・安心・おいしい｣食品を全国の3,000社を越えるメーカーから50,000

点以上の厳選した商品を集め提供しています。

仕入希望
県外不出のスイーツ・菓子・パンを求めています。

業務用商品・生鮮食品は扱いません。

商談会出席者 商品企画課 係長 一居邦彦

ホームページ http://www.g7japanfoodservice.co.jp/

ＰＲ

弊社｢TOMOTO｣という会社の由来は｢友と｣です。

｢出逢い｣や｢つながり｣を大切にしたいという思いを社名にしました。

｢生産者の方々や製造工場の方々と一緒になって｣という気持ちを大切にしています。

“おいしい”や“安全”はもちろん、心を和ませる商品をお届けしたい。

家族に、そして社会に、笑顔が広がる商品をこれからも お届けできる企業でありたいと考えています。

当日は、弊社が非常に大きな取引をしていただいている｢コープCSネット(生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合)｣様にも商

談に参加していただける予定です。

仕入希望

・生協(無店舗流通)流通可能な商品。

・商品開発・規格変更等をご相談できるメーカー様

・国産原料（オーガニックを含む）で作った添加物不使用の商品。

商談会出席者
株式会社 TOMOTO 取締役 部長 中本章夫

コープCSネット 食品商品部 味彩課 担当主任 竹田昇二

http://tomoto.biz/index.php

http://www.csnet.coop/

企業ＰＲ

弊社は、堺市を中心に展開する食品スーパー｢イケチュー｣を運営しております。

『味だけではなく、｢安心｣｢安全｣｢健康｣の点でも優れた食品をご提供し、お客様にほんとうの満足を感じてもらい、ほんとうの豊か

な食生活を実現させたい。』

これを創業以来の理念とし、”ほんまもんのおいしさ”にこだわり続けております。

食品の産地、材料、生産・加工から、販売方法にまでほんまもんを探求し、有機農産物、産地直送の鮮魚、無添加のインストアベー

カリーなど、こだわりの商品、付加価値の高い品揃えを充実させ、イケチューらしさを確立している最中です。

食品スーパーとしてさらに発展していくために、これからもイケチューはほんまもんにこだわり続けます。そしてそれが、お客様の

心だけでなく、社員一人ひとりの心にも満足を与えることにつながると考えております。

仕入希望 果物・野菜・魚など

商談会出席者 代表取締役 池本克也　食品バイヤー 澤田充夫

ホームページ http://www.ikechu.co.jp/

企業ＰＲ
弊社は、福井から九州までの｢ヨシケイ開発株式会社｣並びに｢株式会社ショクブン ｣｢生活協同組合｣へ商品を納入しております。

当日は、ヨシケイグループ(｢株式会社 ヨシケイ福岡｣｢株式会社 けんこう応援団｣)様にも商談に参加していただきます。

仕入希望 水産加工品、惣菜、スイーツ、果物、野菜等をご提案ください。

商談会出席者

株式会社 マスターズ関西 代表取締役 仲井正樹

株式会社 ヨシケイ福岡 商品部 坂上詩織

株式会社 けんこう応援団 平野雅美

http://www.yoshikeifukuoka.com/index.html

http://www.kenkou-ouendan.co.jp/index.html

企業ＰＲ

日本には商売下手な職人さんが数多くおられ、まだ表に出ていない｢素晴らしいもの｣がたくさんあふれています。

弊社は、そんな職人さんを求め全国を飛び回り｢とっておきのおいしい｣を表舞台へと導き｢商品を創る人、商品を売る人、そして買

う人｣みなさんがスマイルになるよう ハッピーが循環するようなお手伝いがしたいと考えています。

お客様のご要望に応じて、お中元やお歳暮、大切な方へのギフト食品を企画から販売促進のご提案までお任せください。

仕入希望

・こだわり、ストーリーのある商品。

・ギフト・小売商品共に、まだ世に出ていない、広く売られていない物や、沢山は作れないがとてもおいしい商品。

・極力添加物を使用せず作られている商品。

・各種催事にて消化仕入れにて即売が出来るお取引先(催事メーカーさんはパン・スイーツで探しております)。

・中小ロットで美味しいスイーツを作れるメーカー様(オリジナルスイーツ開発にも少しですが携わっております)。

商談会出席者 営業部 調達課 課長 山村　渉

ホームページ http://www.smile-circle.com/

ＰＲ 日本の美味しい探します、見つけます、お届けします。

仕入希望
外食産業向け原材料系をご紹介いただきたい。（主な取引先：㈱グルメ杵屋、㈱音羽、㈱ハラダフォールディングス（テムジン）、

ピュアフラワー㈱、北の家族他）

商談会出席者 代表 木本高志

ホームページ －

企業ＰＲ
｢三洋コーポレイション｣は1988年の創業以来、中間流通業として常に時代の変化とニーズに対応し、安全で安心の"こだわり"食品

をチラシ通販、小売店等向けに営業しております。

仕入希望

加工食品全般(常温・冷凍)

・こだわり加工食品を希望します。

・地元以外では、ほとんど流通していないような地域商品を希望します。

・企業様でお持ちの商品を模様替えできる商品を希望します。(グラム量・ラベル変更等)

・オリジナル商品で産直可能な商品を希望します。

※ 原則として賞味期限60日以上の商品をご提案ください。

※ 販売先によっては金属探知機が｢必要｣になるエリアもあります。

商談会出席者 取締役社長 菊川義一　　　営業部課長 西上 雅

ホームページ ー

株式会社

G7ジャパンフードサービス
大阪府茨木市

株式会社 ショッピングセンター池忠 大阪府堺市

兵庫県芦屋市

木本フードオフィス

株式会社 TOMOTO

コープCSネット(生活協同組合連合

会コープ中国四国事業連合)

大阪府大阪市

広島県広島市

　

ホームページ

有限会社 三洋コーポレイション 兵庫県神戸市

兵庫県伊丹市

株式会社 マスターズ関西

株式会社 ヨシケイ福岡

株式会社 けんこう応援団

大阪府堺市

福岡県福岡市

広島県福山市

Smile Circle 株式会社

ホームページ

http://www.g7japanfoodservice.co.jp/
http://tomoto.biz/index.php
http://www.csnet.coop/
http://www.ikechu.co.jp/
http://www.yoshikeifukuoka.com/index.html
http://www.kenkou-ouendan.co.jp/index.html
http://www.smile-circle.com/


事 業 所 名 所在地

《第2回 米子がい～な 境がい～な「食」商談会》

買い手企業一覧表

企 業 概 要

企業ＰＲ

弊社は業務用の食品(冷食含)を取り扱っている商社です。

地元姫路を中心とした播磨地域から大阪市内を中心に販路を拡大しております。多品種少ロットへの対応、コストダウンなど、あら

ゆるニーズにお応えすることはもとより付加価値の高い情報提供で信頼いただいております。

仕入希望 水産品(冷凍素材・冷凍加工品)

商談会出席者 代表取締役 牧野晋吾

ホームページ http://www2.infomart.co.jp/oroshi/index.pagex?4&oroshi_smcd=StAia1nd

ＰＲ
弊社は百貨店及びその他店舗の運営等を行っております。

百貨店事業は、地域のお客様中心に食料品のウエイトが高く、常に鮮度の高い品ぞろえを目指しております。

仕入希望

海産物加工品・鮮魚等

ギフト中心に取引を要望しております。

その他、惣菜、菓子等の実演などの催事に取組めるお取引先も要望しております。

商談会出席者 食品 部長 加藤 徹

ホームページ http://www.yamatoyashiki.co.jp/k_index.html

企業ＰＲ

弊社は、家庭用・業務用の総合食品卸売業で、チルド食品・冷凍食品に強いことが特長です。近年は業務用分野に注力しており、商

品開発・メニュー提案等の提案型営業に積極的に取り組んでおります。広島を中心として岡山・三原・福岡・大分に営業拠点があ

り、量販店・卸店・外食店・学校給食・医療施設等のお取引先様へ、地域にあった味のご提案を行っております。

仕入希望
農産物、畜産物、海産物、飲料、加工品、調味料、冷凍食品、菓子・スイーツについて、国産原料や地元の原料を使用している商

品、地元の名産品等の特色ある商品、PBや留型などの商品開発のご提案等をお待ちしております。

商談会出席者 営業企画部 部長 井林伸志

ホームページ http://www.nakamurakaku.co.jp/

ＰＲ

弊社はクロネコヤマトのグループ会社で、宅急便のドライバーがお客様へ対面販売する食材や、ギフトカタログを手がけており、全

国のセールスドライバーが企業様から個人様まで商品を案内させて頂きます。またヤマトグループだからこそ出来る全国名産品を取

り揃えており、各企業様に対する報奨品としての企画立案～お届けまで一元管理でご提案をしております。

仕入希望 ①産直対応可能なギフト商品　②スイーツ，果物　③白米に乗せて食べれる一品　※酒類不可

商談会出席者 中国ビジネスサポート支店 支店長 品川政憲      中国ビジネスサポート支店 副支店長 仲 健次

ホームページ http://plus.kuronekoshop.jp/

企業ＰＲ

創業87年、尾道の浜問屋として地元の海産物はもとより、北は北海道から南は九州まで、全国各地の逸品、カニ、カキ、うなぎ、

海藻乾物、雑穀、ナッツなどを取り揃えております。

近年の自然食・健康食ブームの時代の流れに沿った商品を並べつつも、海の香りを大事に品物そのものを活かした海産物もお客様に

提供できるように心がけております。

１４年前から｢楽天｣｢ヤフー｣に出展し、インターネット通販会社として多くのサイトを運営しており、海産物に加え、アグリフード

や有機オーガニック商品も取り扱っております。是非サイトもご覧ください。

仕入希望 食品

商談会出席者 代表取締役社長 橋塚良行   部長 橋塚悠二朗   店長 橋塚由美枝

ホームページ https://www.rakuten.ne.jp/gold/onomichi/

企業ＰＲ

弊社は、愛知県の老舗スーパーであり、名古屋市内を中心に愛知県・岐阜県・三重県の東海三県に計66店舗を出店しております。｢

お客様の支持を高めることが、われわれの生きがいであり、唯一の成長の道である｣を経営理念に掲げ、お客様の様々なニーズにお

応えできる店づくりに励んでおります。お客様のニーズに合わせて、フランテ、レギュラー店、ザ・チャレンジハウスなどの業態を

展開しております。

仕入希望 生鮮食品全般(農産・水産・畜産・惣菜)

商談会出席者 商品部 副部長 大井孝仁  商品部 水産チーフバイヤー 横江浩一

ホームページ http://www.super-yamanaka.co.jp/

ＰＲ

弊社は、2010年12月10日、東京・上野御徒町にオープンした｢日本百貨店（にっぽんひゃっかてん）｣を運営しております。

その名の通り、日本全国からモノづくりにこだわった職人の手による商品を集めております。

また、2013年には｢日本百貨店｣が手がける、47都道府県の食が集まったテーマパーク｢日本百貨店しょくひんかん｣をオープン、

2016年には新業態となります「食と食にまつわる雑貨」をテーマにしたグロサリーショップ「となりに。日本百貨店」をオープン

しました。

作り手と使い手の出会いの場というコンセプトそのままに、全国の“食”の作り手が都心の生活者へ“おいしい”を紹介する、作り手と

消費者の出会いの場です。

都心のマーケットで、あなたの自慢の商品を販売してみませんか？

仕入希望 グロサリー各種

商談会出席者 新規事業開発室　執行役員/室長　佃 真光

ホームページ http://nippon-dept.jp/

企業ＰＲ

弊社が運営する「美食家のためのプレミアムグルメフード 東京美食」は、食品の分析も徹底した日本初のプレミアムフード専門サ

イトです。インターネットを通じて、食材のスカウト「テイスティ・モーサルズ」が食品を厳選した国内外のセレブ御用達、個性豊

かなプレミアムグルメフードを販売しております。

仕入希望
産地直送・通販・個別配送可能なグルメで、鳥取県だからこそできる、個性的なプレミアム商品を探しております。鳥取県のすばら

しい技術や新商品等のご提案をお待ちしております。

商談会出席者 代表取締役 福本英樹

ホームページ http://www.tokyobishoku.com/

企業ＰＲ

弊社は米子空港の旅客施設・貨物施設の運営の他、空港内での広告や旅行業等の事業を行っております。

平成２１年には、滑走路２５００ｍ延長にあわせ、｢明るく　楽しく　やさしいターミナルビル｣をコンセプトに、旅客ターミナルビ

ルの増改築工事を行い、大型航空機への対応も可能な施設となりました。

空港内には地元特産品を揃えた売店、滑走路の見えるレストランやこだわりの食材の喫茶店、また山陰唯一のラウンジもあり、館内

随所で地元の伝統・文化の発信など、｢山陰のショーケース｣と呼ぶに相応しい空港に生まれ変わりました。

平成２２年には、｢米子鬼太郎空港｣という愛称も決まり、鬼太郎オブジェをはじめ楽しい妖怪たちが皆様を出迎えてくれています。

仕入希望 ｢米子空港オンラインショップ｣「セブンイレブン米子鬼太郎空港店」で販売する、菓子・食品・雑貨等の山陰のお土産品

商談会出席者 セブンイレブン米子鬼太郎空港店 店長 志田克史　  米子空港オンラインショップ 店長 朝田拓郎

ホームページ http://www.yonago-air.com/

米子空港ビル 株式会社

セブンイレブン 米子鬼太郎空港店

株式会社 日本百貨店

株式会社 ヤマナカ

株式会社 テイスティ・モーサルズ 東京都港区

愛知県名古屋市

ヤマトホームコンビニエンス

株式会社
広島県広島市

東京都港区

中村角 株式会社

兵庫県加古川市

広島県広島市

マルキン 有限会社 広島県尾道市

鳥取県境港市

株式会社 加古川ヤマトヤシキ

丸信食品 株式会社 兵庫県姫路市

http://www2.infomart.co.jp/oroshi/index.pagex?4&oroshi_smcd=StAia1nd
http://www.yamatoyashiki.co.jp/k_index.html
http://www.nakamurakaku.co.jp/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/onomichi/
http://www.super-yamanaka.co.jp/
http://nippon-dept.jp/
http://www.tokyobishoku.com/
http://www.yonago-air.com/

