
事 業 所 名 所在地

企業ＰＲ

創業して31年。お酒・お米の宅配でFC展開をしていましたが、平成15年の酒類免許の自由化を機に食品の取り扱いに特化。平成25年より通販を開始。現在は通販に特化し、お客様がレン

ジや湯せん等ですぐに食べられる冷凍惣菜を扱う。自社製造工場は持たず、全国各地の委託工場と契約して製造していただき、完成した商品を神戸市東灘区にあるセンターに集約し、個別

ピッキングして宅配便にて全国に出荷しています。

地元のものを地元で加工することが地域活性化にもつながると考え商品開発を行い、主力商品である、健幸ディナーセットに関しては原材料を国産100％にこだわっています。

また、弊社商品はすべて弊社代表が試食をし、納得したものしか取り扱わないことを徹底しており、味については自信を持っており、ネット等では非常に高い評価をいただいております。

今後海外への販売も視野に入れております。

仕入希望商品
・健幸ディナーの原材料となる国産食材。（1次加工済のもの　例　魚だとフィレやドレス状態）

・自社製造していて 湯せんやレンジ解凍できる冷凍商品(卸商品は不可)

取引条件 PL保険加入。金属探知機所有し使用している。 製造工場にエアシャワーがある。冷凍商品の取り扱い経験あり。

その他 ―

企業ＰＲ

弊社は、お味噌とこだわり食品・菓子の専業問屋です。

大阪を本社に東京・名古屋・京都・岡山・福岡の各支店を通じ、全国の百貨店・量販店をはじめ、最近では通販店様にもホールセラーを行っております。

仕入先は、全国の地元に根差したこだわりメーカーの皆様です。

詳しくは、弊社ホームページ(http://www.japonix.co.jp/)をご覧下さい。

仕入希望商品 地元に根差した地元ならではの他県には見られない鳥取らしさの有る商品、一般ドライグロッサリー、今回は特にスイーツ菓子関係を求めています。

取引条件 商談にてご相談の上決定。

その他 要冷蔵・冷凍商品は原則扱っておりません、常温商品のみです。

企業ＰＲ

明治４３年創業の食品卸の商社です。

特に産直ギフト(並びに自家需要商品)を販売しております。

又、現在はコロナの影響を受け低迷しておりますが、業務用食品の卸も行っております。あと、このコロナ禍の状況を踏まえ、衛生商材の販売も始めております（消毒液、マスク、アクリ

ルパーテーション、検査キット等）

仕入希望商品 野菜、肉、魚の産直対応商品、衛生商品各種

取引条件
弊社は、月末締め翌月末払い(銀行振込)です。

※ お振込手数料はご負担をお願いしております。但し、一万円以下の場合は弊社にて負担させていただきます。

その他 ―

企業ＰＲ

弊社は青果卸を中心に、商品の開発やコンサルティングも行っている会社です。

飲食店から量販店まで、幅広い顧客もたくさんあります。

自社で飲料店舗の運営もしております。

仕入希望商品 食品全般(健康食品、酒類を除く)

取引条件
基本条件は月末締め翌々月10日払い(銀行振込)です。※ 応相談あり

前向きでやる気のある事業者。

その他 ―

企業ＰＲ
大阪市内で八百屋を展開しております。

また、ECサイトの展開(こだわり食品中心)と神戸方面にて野菜中心の移動販売、ドライブスルー、宅配事業も提携会社と運営しております。

仕入希望商品 青果物、こだわり食材

取引条件 ―

その他 ―

企業ＰＲ

弊社は、主に通販関係の媒体に商品を提案納入している会社です。

惣菜系、産直生鮮、加工品と多岐にわたり取扱いをしております。

地方の味自慢の商品を探しております。

特にこのコロナ禍の中、ご自宅使いの商品の提案をお待ちしております。

仕入希望商品
・簡単調理(レンジ・湯せん)の惣菜系食品

・コロナで外食向け(ホテル・飲食店)に出していた商品を自宅使い用にリニューアルした商品

取引条件 月末締め、翌月末日振込(サイト1ヶ月)

その他

冷蔵品の生もの等は取扱い不可。

基本、冷凍か常温流通できて、賞味期限60日以上の商品。

酒類不可。

企業ＰＲ

店主が日本各地の生産者を訪れ、その土地で目利きした美味しいもの、こだわり抜いた良いものを集めたお店。

大阪府下に2店舗(大阪市中央区、枚方市)展開。

商談させていただく岸菜は商品開発など6次化プランナーとして活動しています。

仕入希望商品 米、食肉(加工品含む)、水産物(加工品含む)、酒、つまみ、調味料等

取引条件 直取

その他 過去に商談させていただいた事業者様以外でお願いします。

企業ＰＲ
・魚のオーダーメイド

・大阪では300社ほどに情報発信

仕入希望商品 水産物全般(加工用原料含む)

取引条件 末締め、15日払い

その他 2回目です

企業ＰＲ 社名のとおり、全国各地の物産品等を取り扱っております。 単品やギフト等々の、お客様のニーズに合わせた商品案内を行っております。

仕入希望商品

業務用以外であれば、農産物から加工品・全温度帯可能。

単品・ギフト等の幅広い商品を求めております。

特に、フレッシュジュース、スイーツ系、簡単料理のお惣菜系などの単品およびギフト。

取引条件 －

その他 －

企業ＰＲ

＊ 当社が長年に開発生産卸しの純国産和風ハーブティーや養生抹茶、化粧品、日用品や雑貨品等の輸出と共に、関連企業さんや地方まだ十分知られていない日本伝統的な魅力商品もたくさ

ん海外へご紹介し展開できれば幸いです。

＊ 自社商品これまでの実績

・「日本公式経済訪問団」にも選ばれた日本代表商品としてご紹介

・USA ハリウドアカデミ授賞式VIP 用「オスカギフト」の選定品

・主な日本代表商品として紹介された各国で大型博覧会など：アメリカ自然食品博覧会、香港健康博覧会漢方展示会、中東自然食品Expo、ドイツ日本フェア、シンガポールの日本名品展、

中国国際食品Expo 上海（受賞）、中国輸入博覧会（2 年連続に国営中央テレビよりニュース報道、インタビューされた）等々

・国内外で一流高級ホテル・百貨店・自然食品専門店などで大変ご好評

＊詳細は公式Website ご参考に：http://www.join-studio.com/

仕入希望商品 地域特徴ある農産物加工品、水産物加工品、乾燥品、レトルト商品、嗜好品、他分類など

取引条件

・生産者が国内外で地域PR ためお顔出し可能な方、必要な資料がご協力いただけること

・常温と賞味期限が一年以上は最も望ましい

・フレッシュな商品は冷凍保存できるもの等、詳細はご相談させて頂きます。

その他 －

企業ＰＲ
日本国内におけるインターネット通販シェアNo.1。

楽天市場はページ表現の自由度の高さを重視しているため、商材に付加価値を付けて販売していただくことが可能です。

仕入希望商品 楽天市場での事業者様の直接販売をご支援します。※商材問いません

取引条件 楽天市場へのご出店時に契約が発生しますが、事業者様が楽天市場ユーザー様に直販いただく為、商材仕入に関する取引は発生しません。

その他 事業者様の商材につきまして、Eコマースにおける販路拡大に貢献させていただければ幸いです。お気軽にお話し下さいませ。

企業ＰＲ 発刊77年の老舗業界紙が満を持してECサイトを開設。 地域で頑張る中小のメーカー様、生産者様のおいしい逸品をご紹介しています。

仕入希望商品 酒類以外の食料品全般(食に関する雑貨も一部取扱い可)

取引条件
・食品衛生法に基づく営業許可やそれに準じる許可証

・食品表示(一括表示)

その他 －

企業ＰＲ

メーカー様と連携をし、京都・神戸・東京ブランドの商品として企画販売を行う会社です。

その他地域性の高い商品や付加価値のある商品に関しては、異なるチャネルでの販売含めECでの展開を行います。

http://www.mantendo.com/

仕入希望商品 加工食品及び半製品

取引条件 末締め翌末支払い

その他 問屋流通に耐え得る価格帯若しくは無地袋での供給可能な商品提案をお願いします。

企業ＰＲ

三井物産グループ食品事業の中核機能を果たし、日本国内を含め世界中から、酒類・食品を仕入れ、全国の量販店・コンビニ・外食産業などへ商品供給を致しております。わたしたちは、｢

食シーンを共創するプロフェッショナル｣のビジョンの下、｢にっぽん元気マーケット｣と題し、行政や地域団体等との独自のネットワークにより、日本全国から集められたこだわり商品・特

産品や地場メーカー商品を、顧客に提案・提供。日本の｢食文化｣を大切にしたいという強い思いのもと、｢食｣を通じて地域の活性化と商品の発掘・育成に取り組んでおります。

仕入希望商品 加工食品全般

取引条件 法人格である ＰＬ保険加入済みである 安定的な供給が可能な生産規模がある 食品衛生法を始めとする各種関連諸法規を順守している 再販できる価格設定である

その他 －

楽天 株式会社 大阪府大阪市

株式会社 ジャパンフロントファーム 大阪府大阪市

株式会社 日本食糧新聞社 関西支社 大阪府大阪市

大阪府大阪市株式会社 丸よし水産

株式会社 あたりまえ 大阪府大阪市

有限会社 アシストプラン 大阪府大阪市

有限会社 まんてん堂 大阪府大阪市

大阪府大阪市株式会社 物産食品

暁喜 株式会社 大阪府大阪市

《第4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

株式会社 ジャポニックス 大阪府大阪市

きしな屋 大阪府大阪市

株式会社 ファミリーネットワークシステムズ 大阪府大阪市

株式会社 錢屋本舗 大阪府大阪市

三井食品 株式会社 関西支社 大阪府大阪市
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《第4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
大阪市中央卸売市場の水産卸売会社になります。

大阪3市場、和歌山、滋賀に拠点を持ち、関西はもちろんの事、全国に販売先を持っております。

仕入希望商品 水産品全般(今回お世話になる担当は、加工品を主に取り扱っております)

取引条件 都度、ご相談させていただきます。

その他 広く情報交換させて頂ければと思います。

企業ＰＲ
・一般企業中心にオフイスコーヒーサービス及びダスト関連のハンバイ・レンタル

・オフイスコーヒーシェア全国NO.1

仕入希望商品 地元産品・オフィス内商品及び従業員向け商品

取引条件 産直方式

その他 －

企業ＰＲ

地域づくりのコンサルティング事業とそこから派生した マルシェ 事業を展開しています。

マルシェ部門では、高級食材やこだわり食材、地域食材など、価値のあるニッチ食材を中心に取り扱っています。

主な取引先は、全国の百貨店に展開している会社並びに 東京、大阪を中心にした 店舗、商社などで、商品企画や卸を行っています。

また、ＯＥＭ商品のコーディネートなど、時代のニーズに合わせた商品づくり 商品企画・デザインなど のサポートも行っています。

仕入希望商品 今回は、菓子、日配、グロッサリー商品で、｢健康｣｢自然｣｢地域の名物｣などの商品を中心に商品を探しています。

取引条件 商品表示を含め、品質管理（商品トレースを含む）がしっかりしていて、前向きで、意欲的な会社。 基本的には、当月末締めの翌月払いを予定。

その他 －

企業ＰＲ お酒以外の加工食品全般を取扱をしております。 全国の百貨店様や高質なSM様、最近では専門店様とのお取引も増えております。

仕入希望商品
加工食品全般(酒類以外)

生鮮食品(青果物･塩干品･食肉加工品)

取引条件
・メーカー様からご注文を頂きました小売店様への＜直納＞希望です。

・ロットはミニマムから大⼝の⼆手のお見積書を願います。

その他 ・基本はFAXでのご注文を流させていただきますが、メールでの＜受注＞もご対応可能でしょうか？

企業ＰＲ 守⼝市に本社を置く生鮮食品主体のスーパーマーケットです。守⼝氏に1店舗、大阪北摂地区に5店舗運営しております。

仕入希望商品 生鮮食品ならびに加工食品

取引条件 ペッと相談させて頂きます。

その他 －

企業ＰＲ 関西に7店舗展開する、オーガニック、無添加食品専門店。

仕入希望商品 オーガニック、無添加の食品

取引条件 オーガニック食品もしくは無添加食品

その他 －

企業ＰＲ 外食産業向け商材を探しています。 ご当地物フェアの提案等を行っています。 今回は海鮮居酒屋の｢浜焼き太郎｣をFC展開するオーナーも同席し、ご提案をお待ちしております。

仕入希望商品 海産物、畜産物中心に地方色が表現されたもの

取引条件 －

その他 －

企業ＰＲ JR姫路駅、神姫バス、山陽電車姫路駅に隣接するターミナル百貨店で、特に食品に強く、地元のお客様に支持されている。

仕入希望商品 中元、歳暮等ギフト商品。外商向けこだわり商品。催事出展可能店。

取引条件 要相談

その他 ―

企業ＰＲ
・パル1年間供給高約500億円。うち水産50億位の規模となります。

・毎週益90アイテムの取り扱いをおこなっております。

仕入希望商品 ｢生食丼｣関連。その他生協の宅配に対応できる商品。

取引条件 生協の事業となり、私どもの物流に納品できるような商談は必要となってきます。

その他 －

企業ＰＲ 神戸・大阪・姫路のバッドタウン加古川市唯一の百貨店　

仕入希望商品 2021年お中元カタログ掲載商品及び年末・年始店頭スポット販売品

取引条件 小ロットによる買取　産地直送可能

その他 高価格・限定数量になどこだわりの強い稀有な商材（海外への販売）

企業ＰＲ

仕入希望商品

取引条件

その他

企業ＰＲ

日本百貨店は｢作り手と使い手の出会いの場｣というコンセプトのもと、都内中心に｢ニッポンのモノヅクリとスグレモノ｣を発信しています。ただモノを売るだけではなく、モノづくりの想

いをしっかりマーケットに伝えていきたいと考えています。

都内中心に9店舗展開するほか、全国の百貨店等で期間限定催事イベント、卸売事業、また商品開発に係るブランディング・マーケティング事業なども行っております。

作り手、使い手、売り手の｢三方よし｣の商売を目指し、日本各地でつくられた優れた商材を、食品、雑貨を問わず幅広くお取扱しております。

仕入希望商品

・味、こだわり、ストーリーで差別化できる商品

・地域性のある商品で、あまり都内で流通していないもの

・個性のある商品

取引条件
直取引可能な商品（買取条件：掛け率60%希望）

店舗直納、小ロット対応可能な商品

その他 ―

企業ＰＲ
現在は、人材紹介業をメインの事業としておりますが、今後は他業種展開も想定しており、良い商品があれば、これまでのネットワークを活用し、国内外を問わず販売することも考えてお

ります。

仕入希望商品 地域特産品(種類問わず)

取引条件 相談の上決定

その他 －

企業ＰＲ

当社は、総合通販ベルメゾン、花の通販のイイハナ等を含めて通信販売事業が主たる事業となっています。他にもブライダル事業、法人事業(卸部隊･フルフィルメント･広告)などを展開し

ております。法人事業部では、ギフト･ポイント交換･株主優待への商品開発供給を行っております。社内における各販売チャンネルへの紹介はもちろんですが、各クライアント様に向けた

食品卸も増えて来ています。貴社の新たなチャンネル開発にもお役に立てるかも知れません。

仕入希望商品

地域のお取り寄せ、地域だわり（素材・製法・物語）の商品が希望です。

地元の素材を使用した地域の特色を有する商品、代々受け継がれた伝統の製法を用いている商品など、”こだわり”のある地域の逸品・名品を求めております。

・生鮮を除いた海の加工物

・スイーツ(地のモノを使った)

・山陰特有の山の恵みと牛肉･豚肉･鶏肉の加工品

・ギフト対応商品

取引条件

・お届けは産直(送状送付と出荷データ渡し)

・末締翌月20日現金振込

・会社もしくは事業として4年以上の実績があることが望ましいです。

・PL保険加入は必須です。

・品質（衛生）管理、生産管理も重視します。

・効果効能商品については証明書提出が必要です。

その他 当社の他部署への商品提案も法人より提案させて頂きます。　また、食品衛生・品質管理業務代行サービスと販路開発サポート業務も提供しておりますので、お問い合わせください。

企業ＰＲ

通販向けの卸をしています。

大手通販や百貨店と⼝座があり、トータルサポート(物流、撮影、食品表示等)ができます。

売り手と買い手の間で、どうすれば売れるのかを助けます。

仕入希望商品 通販として成立するもの

取引条件 書類関係を必要に応じてご協力いただけること

その他 ―

企業ＰＲ

AKOMEYA TOKYOは、｢お福分けのこころ｣を通じてこだわりがもたらす幸せを、すべての人と分かち合いたいというコンセプトのもと、2013年4月にオープン。

｢一杯の炊き立てのごはんから、つながり広がる幸せ｣をテーマとした食品、｢上質な佇まいを感じる暮らし｣を提案する雑貨、｢おいしさで満たされる、至福のとき｣を提供するレストランか

らなるライフスタイルショップです。

仕入希望商品 加工品(農産・水産・畜産)、菓子、飲料、酒、冷蔵、冷凍

取引条件
・直接取引

・PL保険の加入必須

その他 ―

東京都港区株式会社 日本百貨店

株式会社 サザビーリーグ 東京都渋谷区

株式会社 山陽百貨店 兵庫県姫路市

有限会社 エイライン 大阪府泉大津市

株式会社 G7ジャパンフードサービス 大阪府茨木市

大阪府大阪市株式会社 ユニマットライフ

株式会社 シェフカワカミ 大阪府守⼝市

京都府京都市株式会社 ヘルスライフ

ヤフー 株式会社 東京都千代田区

大阪府大阪市株式会社 うおいち

兵庫県伊丹市木本フードオフィス

東京都台東区株式会社 千趣会

株式会社 オージーフーズ 東京都渋谷区

生活協同組合 おおさかパルコープ 兵庫県宝塚市

東京都中央区株式会社 ダンネット

株式会社 加古川ヤマトヤシキ 兵庫県加古川市

内容は調整中



事 業 所 名 所在地

《第4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
地方の優れた商品や食材を、東京の百貨店や大手通販等のアッパーな販路で、より丁寧に露出することを心掛けております。また、６次産業化や新商品開発などに取り組む事業者様の品質

管理や販路開拓などのお手伝いもさせていただいております。

仕入希望商品

・酒類を除く

・地域の特性を活かした素材、商品

・差別化、高付加価値化が期待できる商品

・出来る限り食品添加物を使用しない素材、商品　等

取引条件
・直接取引

・産直対応可能（ヤマト運輸での個別宅配）

その他 東京の市場に合った商品としての完成度が求められます為に、販路を想定して一緒に取り組む事業者様との商談を特に希望致します。

企業ＰＲ 創業110年の高質スーパーです。 首都圏と京都店を含め33店舗。 こだわりの商品がそろっています。

仕入希望商品 無添加、無化学調味料の使用品

取引条件 ケースバイケース

その他 －

企業ＰＲ 日本全国の高質な小売店に販路を有し、こだわり食品全般の卸をしています。

仕入希望商品 地域の特徴を生かしたもの作り・商品

取引条件 添加物、保存料、人工着色料に十分配慮した商品

その他 ―

企業ＰＲ 原材料や製法にこだわった全国の食品を取り扱っている問屋です。

仕入希望商品 化学調味料、食品添加物を使用していない商品を優先してご提案ください。酒類・鮮魚・精肉・青果のお取り扱いはできません。

取引条件 店舗直送、できる限り小ロットでのご提案を希望します。ＰＬ保険の加入をお願いします。

その他 －

企業ＰＲ 地方の優れた商品や食材を、特に首都圏の百貨店や大手通販等のアッパーな販路で、より丁寧に露出致します。

仕入希望商品 特に差別化や高付加価値化がより明確な商品や食材を希望致します。

取引条件 特にございませんが、PL保険の加入、品質管理のご徹底、供給可能数量の明確化等は必要条件と考えます。

その他 六次産業化中央サポートセンターのプランナーとしても、これに取り組む事業者様の特に販路開拓をお手伝いさせて頂きたく存じます。

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徴です。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。

広島を中心として福岡・大分・三原・岡山に営業拠点があり、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。

仕入希望商品
水産加工品・チルド日配品・業務用食品・ドライ食品についてね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使用品、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。

取引条件 直取引を希望

その他 ―

企業ＰＲ

｢お客様第一｣の理念とし、常に新しい利便性を追求し、お客様に必要とされる企業を心掛けています。

関東・関西・中国・九州地区で出店しています。

ホテル・病院・企業内など特殊立地に出店が多いのが特徴です。

個店のオリジナリティを推進しており、客層・立地に応じた独自なMDを行っています。

仕入希望商品

・産地ならではの特徴がある商品、こだわりの製法で作られた商品。

・中国地方では流通していない、珍しい商材やこだわりの製法による商材を広く募集。

・食品から雑貨、衣料品に至るまで幅広く募集。

・生鮮食品や加工食品を募集。

・温度帯は常温、チルド、冷凍全て取り扱い可能。

・イベント時や、お中元、お歳暮等でのギフト商品を募集。

・お客様のサービス向上につながる商材。

・コスト削減につながる商材。

取引条件

・法人、個人事業者問わず、ご提案をお待ちしております。

・JANコード取得、PL保険加入は必須です。

・商談時には商品の拘り、主要ターゲット、消費場面等、弊社が消費者に訴求したくなる点をアピールしてください。

・商談当日はサンプル品をお持ちください。

その他
・中国地区ならではの商材提案を楽しみにしています。

・作り手の想いやストーリー性などを当日にお願いいたします。

企業ＰＲ

総合食品コンサルタント業務(食品＆流通ジョイント）

・総合食品卸売り

・食品企画開発

仕入希望商品 和日配・洋日配・塩干・加工食品

取引条件 直接取引き

その他 取引時に詳細を詰めさせていただきます。

企業ＰＲ

弊社は広島県福山市にございます食品専門商社です。

北は北海道、南は沖縄まで全国の小売店様(スーパー、量販店、ドラッグストアなど)へ市販商品を販売しております。

また毎月コンテナにて海外へ直接輸出も行っております。

メーカー様と取り組んで乾物・漬物・お菓子など小売店様で｢売れる｣商品の開発も行っており、既存のラインを活用して新規様へ販売するためのお役にも立てましたら幸いです。

仕入希望商品 常温品、店舗直送可能商品

取引条件 －

その他 －

企業ＰＲ
私ども国分西日本は、その地域食文化の多様性に対応すべく、会社と社員が共に『地域密着 全国卸』として、地域に根付いた商品の開発や調達、物流、そして売場提案を遂行し、当社に係

わる全ての方にご満足いただくことを使命としております。

仕入希望商品 地産商品

取引条件 要相談

その他 －

企業ＰＲ
｢優良商品の販売を通じて、地域社会の生活･文化の向上に寄与する｣を理念とし、中国地方にある6店舗を中心に、店頭はもちろん、WEBやカタログ、外商員を通じて商品の拡販に努めてい

ます。

仕入希望商品 食品ギフト全般、カタログ通販向け商材など

取引条件 要相談

その他 －

企業ＰＲ
高速道路のSA/PA〔山陽自動車道吉備SA(下り線)/中国自動車道真庭PA(上下線)/上月PA(上下線)〕の経営。

地産地消に拘った、オリジナルな地元商品を積極的に取り入れています。

仕入希望商品

・地産地消に拘ったスイーツ

・年末年始に向けてのスポット販売商品

・地産地消に拘った加工品

取引条件 商談時に説明させていただきます。

その他 見積り、商品サンプル、会社概要を準備して下さい。

企業ＰＲ 地域密着の食品、酒、低温、卸です。

仕入希望商品 加工食品、塩干、低温、酒(SMで販売出来る商品)

取引条件 岡山、倉敷、福山へ納品でき、PL保険加入の方

その他 ―

企業ＰＲ 岡山・鳥取・島根県内に25店舗を持つスーパーマーケットです。うまいもんなら何でもマルイがモットーです。山陰の美味しいものを是非ともご紹介ください。

仕入希望商品 生鮮関連の商品(加工品も含む)

取引条件 直接でも間接取引でも可能です。 ロット面等で検討いたします。

その他 見た目だけでの判断は致しません。しっかり味わい、お客様に美味しいものをお届けしてまいります。

藤徳物産 株式会社 岡山県倉敷市

トウショク 株式会社 広島県福山市

株式会社 天満屋 岡山県岡山市

国分西日本 株式会社 広島県安芸郡

株式会社 ポプラ 広島県広島市

中村角 株式会社 広島県広島市

岡山県岡山市岡山ルートサービス 株式会社

株式会社 五味商店 千葉県我孫子市

株式会社 ストラジメント 広島県広島市

株式会社 マルイ 岡山県津山市

タムラ 東京都東大和市

新潟県新潟市株式会社 フォーフーム

株式会社 紀ノ國屋 東京都新宿区

有限会社 セレンディブ 東京都新宿区



事 業 所 名 所在地

《第4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
イオングループのＧＭＳ（総合スーパー）事業の中核を担い、

本州と四国で「イオン」「イオンスタイル」など約400店舗を展開。

仕入希望商品 ・加工食品,お土産品 ・日配品,冷凍食品

取引条件
・安心､安全な商品であり根拠証明できる書面の提出が可能な事

・食品にまつわる法順守されていること（表示法新法等）

その他 －

企業ＰＲ

・｢食｣｢飲｣に関わる全ての物を仕入れ・販売。

・地域密着を徹底、山陰をくまなく活動している。

・山陰の商品を県外への販路を拡大していく。

・山陰の物であれば非食品の仕入れ、販売も検討していく。

仕入希望商品 山陰の食品全般

取引条件 指定場所へ直送可能かどうか

その他 －

企業ＰＲ
地方の特産品がお取り寄せできるECサイト「47CLUB」は、全国の地方紙が運営しており、地方事業者の販路拡大支援を目的としたさまざまな事業を展開しています。鳥取県の事務局であ

る日本海新聞が窓⼝となり、47CLUBと連携して販路の拡大を目指す事業者を支援していきます。

仕入希望商品 地元特産品(食品・加工品など)

取引条件 ネットショップの運営

その他 －

企業ＰＲ
2020年3月1日より、JU米子髙島屋として新たにスタートを切りました。

米子市および角盤町の中心市街地活性化を主軸に置き、地域に愛される店舗を目指して活動しております。

仕入希望商品 EC向け(オンライン/ふるさと納税)商材(食品)。

取引条件 要相談です。

その他 －

株式会社 米子髙島屋 鳥取県米子市

株式会社 新日本海新聞社 鳥取県米子市

島根県浜田市えびす本郷 株式会社

イオンリテール 株式会社 

中四国カンパニー 山陰事業部事務所
島根県出雲市


