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https://shinanoya.co.jp/

前向きな方々と商談できれば幸甚です。

上記に準ずる方々で配送コストが抑えられる方々。

ともに開発できる方々、思いやこだわりのある方の 添加物が少ない商材もしくは製造が可能な方。
有機、ヴィーガン、デリ向けの冷凍、無添加の業務用、減農薬、無農薬の野菜、果物、無投薬の鶏、豚、牛など 無添加の簡便即食商材

東京の世田谷にスーパー3店舗と首都圏に13店舗のリカーショップを運営中です。理念として食文化で社会に貢献をすること大切にしております。生産者様の想いやこだわり
を理解して共に開発、ともに販売をすること。素材の味を生かしたモノづくりを大切にして余計なものをできるかぎり加えないことも大切にしております。日本の伝統文化を伝
え拡げることも大切にしております。一緒に開発できる方々、日本の食を少しでも変える意識のある方々と繋がることができれば幸甚です。

https://www.fumizekka-sanin.jp/

「シーズ志向」を念頭に、独自の技術やアイデアを元に、新しい商品やサービスを生み出し、市場を新たに作っていくスタイルを目指します。

インターネットを通じた注文は、産地直送形態で直接お客様へ出荷いただくことが条件となります。

グロサリーを中心に、差別化や地域性の訴求が可能な商品を希望します。

『豊かな幸と恵みを活かしながら、鳥取・島根の新たな魅力を創造・発信する』を事業ドメインに15年以上、山陰の特産品やオリジナルギフトを取り扱うECサイト「風味絶佳.山
陰」を運営しています。年間の取り扱い荷物件数は約20万件です。

http://www.japonix.co.jp

・なるべく常温商品。

取引先の希望条件に、相談の上なるべく合わせる様にしてます。

・地元産ならではの美味しいお菓子と調味料。
・お菓子のお土産ギフト関係。

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・通販店様にご愛顧頂いておりま
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。

https://www.yotuba.gr.jp/

生協関係のお取り引きの経験があるとスムーズだと思います。

発注から納品まで中1日。

生産者の顔が見える商品、食品添加物を使用していない商品、地元産原材料で作った商品

関西一円34000世帯向けに無添加食品の宅配事業を営んでいます。

http://www.join-studio.com/

―

・生産者が国内外で地域PRの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
・食品類は常温と賞味期限が一年以上は最も望ましい（輸送に耐える包装仕様など）
・他類品は包装や輸送コストなど考慮できるもの等、詳細は実物により相談させて頂きます。

地域特徴ある農産物加工品（乾燥、レトルト等）、伝統工芸品、ペットフード等他分類品

＊ 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製品、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でまだ十分知られていない日本伝統的な魅力商品を更に
たくさん海外へご紹介し展開できれば幸いです。
　今年より世界で一番大きい市場の中国本土にて自社直営ショップが現地で運営スタート。今後より多く日本の優良名産品が現地でご紹介できればうれしい限りです。
＊ 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、国内外マスコミ報道
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/

ー

話し合いによる

話し合いによる

加工食品・和洋日配食品・塩干商品

総合食品コンサルタント業務&流通ジョイントV

https://www.aussie-fan.co.jp/

―

安定供給にむけご協力をいただけるメーカー様
基本、受注発注

惣菜、旬のもの、通販向け商品

通販に特化した食品卸です。百貨店、メディア、カタログ、ネット販売等、約90社程のお客様のニーズに合わせて企画提案をしています。

https://www.fuzitoku.com/

―

岡山県へ納品が可能な事、PL保険加入

スーパーで販売できる食品、酒、チルド、塩干商品

創業140年  地域に密着
食品、酒、塩干、冷凍・チルド、ペットフード等の総合食品卸としての確固たる地位を築いてまいりました。

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。

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・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。

企 業 概 要

http://office-tamura.net/company.html

―

直接取引、小売店又はレストランホテルへの直送

食品全般（加工食品、生鮮食品、小売用及び業務用）

地域食材を使用したものづくり商品を日本全国の高質な小売店への販路をお手伝いします。ストーリー性のあるこだわり、添加物を極力使用しない安心、安全な商品を小売店
へつなぐことに努めます。

http://www.nakamurakaku.co.jp/

―

4 岡山県

5 大阪府

6 広島県

　藤徳物産株式会社

1

　タムラ 東京都2

　中村角株式会社 広島県

東京都

直接取引を希望

3

大阪府

8 　株式会社ひこばえ 大阪府

　暁喜株式会社(Aki Co.,Ltd)

　株式会社ストラジメント

7 　株式会社ジャポニックス

東京都

10  　I.C.ティアラム株式会社 鳥取県

9 　株式会社信濃屋食品

○

○
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・基本条件は末締翌々月10日お支払い(振込)※応相談あり。
・前向きでやる気のある事業者様

青果を含む食品全般(※健康食品、アルコール類(酒類)を除く)

弊社は青果卸を中心に商品開発、コンサルティング等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。自社にて飲食店舗の運営あり。

 http://www.nagoyaseikatsuclub.com/

弊社の食品扱い基準として、禁止しているもの:カラギーナン、塩酸分解したたんぱく加水分解物やエキス類
これらを含む食品をおすすめしないもの:トランス脂肪酸(マーガリン、ショートニング、硬化油)、パーム油・米油、アミノ酸、還元水飴などです。

生産者の方と直接取引、又はメーカー様のご希望で卸業者を介してのお取引をしています。その他詳細はご相談させていただきます。

魚類、魚加工品、スイーツ、惣菜等

会員制の宅配をしています。食品を主に、食品の安全性についての情報発信、良い食品を製造する生産者の紹介を紙面に上げて、毎週注文を取り、会員に配達をしています。

―

提案商品の原材料等の開示できる資料をお願いいたします。

月末締めの翌末現金払い

加工食品・菓子は添加物不使用の物、青果は無農薬・化学肥料不使用な作物、水産・畜産は遺伝子組み換えの餌を使用していないこと。

九州内の地域SM19社55店舗に安心安全な食材の提供と勉強会を開催しています。

http://www.izutsuya.co.jp/

・カタログ掲載料 通販カタログ 3,500円(税別) 中元・歳暮 30,000円(税別)
・催事出店 広告・什器協賛金がかかります。(個別)
・商品および表示に関して、国内法規を遵守していること。
・個人情報の取り扱いについて、弊社基準を遵守すること。

売上仕入(消化)80% 催事
売上仕入(消化)70% カタログ・中元・歳暮
買取 70% カタログ
買取 65% 中元・歳暮

食品全般
カタログ掲載可能商材、催事出店可能商材

当社は卸売業を生業とし、井筒屋をはじめ九州・中国・近畿の百貨店がメインの取引先です。
通信販売カタログ、中元・歳暮カタログへの掲載、食品元売場催事、物産展への催事業者紹介をしています。

https://www.tenmaya.co.jp/

コロナ関連の状況によっては出席できなくなる可能性がございます。また出席者が変更となる可能性がございます。

要相談

食品ギフト全般、カタログ通販向け商材、自家需要商材など

「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」を経営理念とし、岡山・広島・米子の計6店舗の店頭はもちろん、カタログ、ネットショップ、外商員を通じ
た商品の拡販に努めております。

―

―

月末締 翌月末支払い

地元商品

当社は、業務用卸問屋で、主要取引先であります外食業界は、ホテル、ファミリーレストラン、焼肉店、居酒屋、専門店（パスタ、ラーメン等）など、多種多様な業態のお客様がお
られます。

https://hcity.farm/

―

基本は消化仕入れ（ケースバイケースで）

安心安全な農・畜・水産加工品

大分、埼玉に農場を持ち、おいしい野菜を育てて出荷、加工の製造を行う一方で、安心安全な農・畜・水産加工品を仕入れて自社サイトなどでの販売を行う会社です。

https://www.makii.com

昔ながらの手造りなど

現金可

添加物不使用商品 天然物 自然栽培

添加物不使用の商品 や オーガニック商品など 自然派商品を取り扱っている小さなスーパーです

https://www.nnn.co.jp/index.html

―

ネットショップの運営

地元特産品（食品、加工品など）

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、地方業者の販路拡大を目的とした様々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。

https://www.itochu-shokuhin.com/

・産地（現地）より個別に発送作業ができることが必須です。
・簡単なPC操作(発注作業や登録作業など)ができることが必須です。

・経済条件は個別に相談させていただきます。
・取引に際する弊社基準がありますのであらかじめご了承ください。

鳥取県、米子、境港の食品全般

当社は創業130年。企業理念に「常に時代の変化と要請を先取りし、健康で豊かな食生活創りを通じて、消費者と社会に貢献する」を掲げ、日本の食と共に歩んでまいりまし
た。 現在、ギフトカテゴリーではギフトカード事業に注力し、「地方の美味しいものをギフトカードを通じて皆様にお届けする」ことをコンセプトに全国の逸品を探しております。

　有限会社九州パワーグループ 福岡県

18

15

　株式会社井筒屋商事 福岡県

　有限会社マキイ 福岡県

　株式会社天満屋

愛知県20 　株式会社名古屋生活クラブ

岡山県

16

17

　尾家産業株式会社 鳥取県

11 　株式会社新日本海新聞社 西部本社 鳥取県

12 　伊藤忠食品株式会社

19 　株式会社ジャパンフロントファーム 大阪府

東京都

13 　ホリマサシティーファーム株式会社 東京都

14

○

○

○

○

○

○

https://www.nnn.co.jp/index.html
https://www.nnn.co.jp/index.html
https://www.nnn.co.jp/index.html
https://www.nnn.co.jp/index.html
https://www.nnn.co.jp/index.html
https://www.itochu-shokuhin.com/
https://www.itochu-shokuhin.com/
https://www.itochu-shokuhin.com/
https://www.itochu-shokuhin.com/
https://www.itochu-shokuhin.com/
https://hcity.farm/
https://hcity.farm/
https://hcity.farm/
https://hcity.farm/
https://hcity.farm/
https://www.makii.com/
https://www.makii.com/
https://www.makii.com/
https://www.makii.com/
https://www.makii.com/
https://www.tenmaya.co.jp/
https://www.tenmaya.co.jp/
https://www.tenmaya.co.jp/
https://www.tenmaya.co.jp/
https://www.tenmaya.co.jp/
http://www.izutsuya.co.jp/
http://www.izutsuya.co.jp/
http://www.izutsuya.co.jp/
http://www.izutsuya.co.jp/
http://www.izutsuya.co.jp/
http://www.izutsuya.co.jp/
https://www.tenmaya.co.jp/
https://hcity.farm/
https://www.makii.com/
https://www.nnn.co.jp/index.html
https://www.itochu-shokuhin.com/


初参加 事 業 所 名 所在地

確定版R3.7.16現在

《第5回 米子がい～な 境がい～な「食」商談会》買い手企業一覧

企 業 概 要

企業ＰＲ

21 仕入希望商品

取引条件

その他

ホームページ

企業ＰＲ

仕入希望商品

取引条件

その他

ホームページ

企業ＰＲ

仕入希望商品

取引条件

その他

ホームページ

企業ＰＲ

仕入希望商品

取引条件

その他

ホームページ

企業ＰＲ

仕入希望商品

取引条件

その他

ホームページ

企業ＰＲ

仕入希望商品

取引条件

その他

ホームページ

企業ＰＲ

仕入希望商品

取引条件

その他

ホームページ

企業ＰＲ

仕入希望商品

取引条件

その他

ホームページ

企業ＰＲ

仕入希望商品

取引条件

その他

ホームページ

企業ＰＲ

仕入希望商品

取引条件

その他

ホームページ

―

―

海産物

―

―

商談時

 https://zeniyahompo.com/

弊社は、決済に関しまして、月末締め・翌月末銀行お振込みとなっております。また、弊社は以前より、仕入れ金額1万円以下に関しては、手数料を弊社負担としております。
弊社は、基本返品条件はございません。ただ、製品に不備等がございましたら、交換又は返品をご相談する場合がございます。

・主にご当地の加工食材（瓶詰・缶詰・レトルトの惣菜など）をご提案いただきたい。

・食品の卸をしており、特にノベルティ記念品業界（カーディーラー様、ハウスメーカー様）へのルートを持っており、又、空港売店での販路があります。
・弊社自身で、直営Ｃａｆｅ（錢屋カフヱー）を運営しております。そこで、物販を行なったり、こだわり食材を使ったメニューを出しております。

―

首都圏百貨店などアッパーな市場で商品を丁寧に露出しています。特色ある商品や素材、地方や産地の特性を活かした商品の企画、流通に力を入れています。

―

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

直接のお取引を、お願い致したく存じます。

なるべく差別化や高付加価値化が明確な商品や食材や、六次産業化に取り組む事業者様の商品を希望致します。

外資系企業で培ったマーケティングノウハウを生かして、地方の優れた商品や食材を主に東京のアッパーな市場で丁寧に露出致します。

https://www.web-kyowabussan.com/

卸の機能を十分に理解してくださるサプライヤー様との商談を希望します。
一般消費者や外食店舗様と直接のお取引を希望されるサプライヤー様とのマッチングは望んでおりません。

納品先:当社指定先(当社倉入れか末端へ直送)
支払い条件:月末締めの翌々5日(35日)お支払い希望(応相談)

首都圏外食市場向けに、明快に訴求ポイントを伝えられる食材。
外食市場のV字回復の起爆剤になるような食材。
また、ECサイトを通じて一般消費者にも届く産地直送品。

当社は首都圏外食市場を主戦場とした業務用食材卸です。
企業ビジョンは「お客さま信頼度業界No1企業となる」ことで、一番信頼できるパートナーとしてお客さまの成功を全力フルパワーでサポートいたします。お客さまひとりひと
りのご要望や問題解決に役立つ情報をひとつでも入手できるならと思い、参加を申し込ませていただきます。

飲食店経営（海鮮居酒屋）
飲食チェーン店のコンサルティング活動

―

・PL保険への加入、品質管理(HACCP等)など安全性の担保

直接取引

特色のある素材や希少性など付加価値の高い素材、商品

基本条件は末締翌々月10日お支払い(※応相談あり)

青果、こだわりの食材(※健康食品、酒類を除く)

青果・食料品店の運営
青果・食料品の卸
食品全般の開発・ならびにコンサルテイング

産地カラーのある商品。全温度帯可能。単品、ギフト可能。

企業名のとおり、各産地の商品をなどを主に幅広く取り扱いしております。「売り先様はもちろん大切・商品を供給して下さるメーカー様も大切」という企業です。

https://www.dannet.jp/

相談

地元商品・サービスで今後首都圏での展開を希望されているもの。

弊社は有料職業紹介を主な事業として首都圏を中心に活動をしております。今後は人材紹介だけでなくこれまで培ってきた人脈や企業との繋がりを活かし幅広く商品やサー
ビスについても積極的に仲介または直接販売を行っていきたいと考えております。

自社センターが岡山と広島にあり西日本エリアの配達が可能。また店舗直納品での対応も可能です。

PL保険（生産物賠償責任保険）に加入
食品の場合は当社規定検査項目をクリアする必要がある場合があります。

生活必需品全般（加工食品・雑貨・地産商品など）
価格帯：ワンコインぐらいまで
ロット：小ロット希望

中国・関西・九州・関東を活動エリアとしており、店舗の立地では大学・職域・役所・ホテル・病院など多岐にわたっているため、店舗毎立地毎の商品取扱が可能であり、柔軟に対
応しております。今後は女性・シニアをターゲットとした商品にも着目して参ります。

http://www.japanff.jp/

－

https://www.sanyo-dp.co.jp/

賞味期限短い商品不可
発注ロットの多い商品不可

毎月15日〆 翌月10日銀行振り込み
直取引希望

中元、歳暮などギフト商品、外商顧客向け高付加価値商品、こだわりのデイリー商品、物産展など催事出展可能企業。

JR姫路駅、山陽電車、神姫バスに隣接するターミナル百貨店で特に食品に強く、食品フロアは毎日活気があり賑わっている。

https://www.poplar-cvs.co.jp/

29 　株式会社AIフード 大阪府

22

　株式会社あたりまえ 大阪府

23

新潟県　株式会社フォーフーム27

東京都

　株式会社ポプラ 広島県

　株式会社山陽百貨店 兵庫県

25

26 　株式会社物産食品

　株式会社ダンネット 東京都

大阪府

28 　有限会社セレンディブ

24 　協和物産株式会社 東京都

30   株式会社錢屋本舗 大阪府

○
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食料品（中元・歳暮等ギフト品（主に産地直送）スポット商材の買取り・催事

 https://www.senshukai.co.jp

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サンプリングを含めた販路開発サポート業務も提供しております。

・事業継続3年以上が望ましいです。
・PL保険加入は必須です。
・品質(衛生)管理、生産管理、賞味期限チェックも重視します。
・効果効能商品については証明書提出が必要です。

地域のお取り寄せ、地域こだわり(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。

当社は、総合通販ベルメゾンをメインで展開しております。
私ども法人事業部では、頒布会やベルメゾンなど、半世紀以上にわたる通販事業展開のノウハウを活かし、BtoBの領域において顧客企業の成長、発展のためのソリューション
を提供しています。
ネット通販やECサイト運営の物流倉庫・コールセンターの代行・アウトソーシングや通販システムの開発・構築のご支援を行うフルフィルメントサービス、商品同梱やDMなどを
使った新規会員の獲得、商品の販売促進を支援するプロモーションサービス(広告サービス)、企業様の認知・販売促進に貢献する商品やノベルティグッズ開発サービス(商品開
発サービス)や仕入ルートを活用した、株主優待やポイントプログラム、各種キャンペーンに向けた商品供給サービス(商品供給サービス)など、千趣会が持つ多様なサービスを
組み合わせ多角的にサポートしています。

オンラインサイトおよびふるさと納税商材

2021年よりJU髙島屋として新体制でスタート。新型コロナウイルス感染拡大影響により店頭売上は依然厳しいものの、新たな販路をEC事業に置き、オンラインショップサイト
およびふるさと納税への取り組みを強化している。

http://www.maru44.co.jp/

末締、末払い希望

加工原料

２年前にHACCPを取得しました。

全国に加工品（自社製品）を発送しています。

https://www.yamatoyashiki.co.jp/

高品質かつ少数でも生産者の思いを伝えられるこだわりの商品なら高くても欲しいです。

応相談
PL保険加入

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。

JR加古川駅前の百貨店
大阪・神戸のベッドタウンとして街全体は若くなる中、駅前の再開発で駅周り居住も増え年配中心に駅前回帰が進む。再開発に合わせ行政とのコラボ等、今後の目玉を多く用
意しております。

https://info.onemile.jp/

月末締翌月末現金振込

加熱調理済み、冷凍個食パックの惣菜及びその原材料。※海外産NG

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。

https://www.takashimaya.co.jp/sp/yonago/index.html

産地直通商材
取引形態および率については要相談

通信販売可能な地元特産品。ここでしか買えないもの。

Yahoo! JAPANが提供するインターネットショッピングモールYahoo!ショッピングから昨年１０月にPayPayブランドを冠した新しいeコマースサービスPAYPAYモールが誕生しました。本日
はYahoo!ショッピングもしくはPayPayモール出店にて食品品揃えにご協力宜しくお願い致します。
◆｢ヤフー PayPayモール｣とはヤフーショッピング内に厳選ストアだけを集めたショッピングモールです。
安心・安全なストアだけを厳選し、高品質な商品をお届けします。
※出店ストアの商品は「PayPayモール」だけでなく、「Yahoo!ショッピング」内の検索結果にも掲載されます。
https://paypaymall.yahoo.co.jp/
https://business-ec.yahoo.co.jp/shopping/paypaymall/
◆ECに興味があり、インターネット販売したいがEC部門がない、出荷機能がないとお困りの企業様へ
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/campaign/yahoo/

https://www.kokubu.co.jp/nishinihon/

－

要相談

地産商品

仕様書関係、工場衛生管理関係、個人情報取り扱いなど、しっかり対応できること。 

基本毎月末日〆翌月末お振込み

https://www.takashimaya.co.jp/

主に関西各店での販売を中心に考えています。

商談を通じて、お取引の形態応じて検討させて頂きます。

今回は和酒、生鮮、グローサリを中心に商談を希望いたします。

関東・東海で９店舗、関西中国地方で６店舗を展開する百貨店です。店頭での販売をはじめ、近年はオンラインでの販売にも注力しています。

https://www.yahoo.co.jp/

－

直接取引。一般顧客様へ直接配送。経済条件については商談時にご相談させて下さい。

肉、魚系惣菜。レンジや湯煎で食べれる簡単商材。また、地方色の強いご当地めしや産直ギフトなど

 http://www.chefkawakami.co.jp

特になし

弊社規定による取引

食品全般

大阪府北摂地区中心に5店舗と守口市に1店舗合計6店舗、スーパーマーケットを経営。大手スーパーでは扱えない地方の商品を取り扱い差別化をしております。

http://bimi-assistplan.com/

弊社は主に現在、通販媒体に向けて商品を提案、納入しており、このコロナ禍、通販需要が伸びている中、新たな商材を探しております。

39 　株式会社丸よし水産

兵庫県

鳥取県

38 　株式会社加古川ヤマトヤシキ

　ヤフー株式会社 東京都

大阪府

33 　国分西日本株式会社 広島県

34

31 　有限会社アシストプラン

大阪府

36

　株式会社シェフカワカミ 大阪府

40 　株式会社千趣会 東京都

　株式会社米子髙島屋

32

大阪府

35 　株式会社髙島屋 大阪府

37 　株式会社ファミリーネットワークシステムズ
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取引条件

その他

ホームページ

1.お取引前に売買基本契約書及び個人情報保護契約書を締結。
2.弊社倉庫納品時に商品販売単位毎に「商品シール」の貼付けが必要

調味料・加工品・お菓子・スイーツ・総菜(小売店向け)

販売店様へ小ロット直送可能なこだわりの品

販売エリア:全国(大手スーパー、ディスカウント店除く)

https://www.the-fukusui.com/

担当者が貿易部所属のため、国内販売等についての商談はできません。

月末締め翌月末支払い。
商品の着場所は福岡市内指定倉庫等

水産物、加工品等全般
肉類、健康商品の販売実績はほぼない。小売り用よりも業務用が望ましい。

https://g7japanfoodservice.co.jp

http://www.smile-circle.com/

末締め、翌月末支払い

美味しくて、こだわり・商品生産者様にストーリーがあるものであれば、生鮮（野菜・果物）、調味料・日配品（豆腐・納 豆等）・加工惣菜、全て。 食料品全般（こだわり商品でご提案
ください。） ・素材や商品作りなどにこだわりのある商品・極力添加物を使用していない商品・高品質、高機能で付加価値のある商品。

関西主要百貨店や専門店等に対して、全国のこだわり食品を提案している企業です。日本全国各地を足で歩き、美味しくて、安心・安全な「とっておきのグルメ」を探し続けてい
ます。 　2014年に芦屋市内、続いて2018 年に東京六本木にこだわり惣菜と食材 を販売する店舗「グランドフードホー ル」をオープンしました。今回の商談会では、米子のこ
だわりのある逸品と出会えることを楽しみにしております。

福水グループの中核として、福岡、松浦、佐世保、長崎に鮮魚拠点を置き、全国に向けての鮮魚販売および食品加工を始め、海外向けに日本食の食材を提供し
ております。
福水グループの商品は、九州で獲れる様々な魚。その鮮度ある魚を「港いちおし」ブランドとして展開するだけでなく、24時間受発注可能な体制を誇る配送セ
ンターや、原料のトレサビリティ・衛生管理面に万全を期した食品工場も完備し、鮮魚の加工までトータルで行っています。

https://www.zenkokutsuhan.co.jp/

全国の高質スーパー様、百貨店にこだわりの品を直送にて提案しております。

 http://www.mantendo.com/

既にパッケージ化され70%前後の商品は取扱い困難です。
関西倉入れ60%までの商品が望ましいです。

末締め翌末払い

スイーツ全般・地域性の高い商品・水産加工品・産直商品・訳アリ可
×生鮮・鮮魚
販路により異なりますが、規格書・産地証明等含め商品管理を行われている商品

商品開発・ブランド構築を含め一般流通及びギフト商材などをメーカー様と企画開発し販売までを担います。
ECでの販売も強化しており、柔軟な体制で売れる商品とご協力頂けるメーカー様を探しています。

宮崎市内に6店舗を運営しておりますスーパーマーケットです。
特に地方の商品にはこだわって販売しております。

https://www.marugo.or.jp/

原則、米子市の配送センターに納品していただきたいですが、店舗直納品での対応は要協議です。

弊社品質管理及び表示規定
お支払い条件はご商談時に説明いたします

食品全般(生鮮食品、加工食品、日配食品)

私たちは、「お客様の立場でより良い商品とサービスをご提供する」を合い言葉に、店づくりを進めて参りました。
地域に密着し、地域のニーズに応え、地域に暮らす人々に丸合があって良かったと思っていただける店づくりを目指します。

現地特産品

オフィス用飲料及びレンタル商品の取扱いシェア約４０%

最近では、コロナ対策商品や定額制一杯取りマシンを中心に販促強化

http://www.foodaly.jp/

年1回の山陰フェアを開催致しておりますがそこでの新しい商品の開拓やオーガニックや自然栽培等商品もあればと思います。

生鮮品は末締めの15日払いで加工品は末締めの翌月末払いですが相談には応じます。

生鮮から加工品まで良いものがあれば是非とも導入したいと考えております。良い出会いがあれば幸いです。

1.PL保険加入者
2.商品の内容(効果・性能等)について、裏付けとなる合理的な根拠を提出できること
3.安定的に商品を供給できること
4.(基本的に)法人格を有していること

食品全般(酒類、健康食品は除く)

シニアのより良い生活を支援するために、安心で役立つ衣・食・住の各種商品をカタログを通じリーズナブルな価格で提供しております。

https://www.unimat-life.co.jp/

ユニマットグループへの紹介も可能

仕入原価、販売価格等要相談

産直可能かどうか?其の他は、商談にて

「食」に関する物全て。

鳥取県に本社があり、地元の菓子問屋です。
山陰両県を中心に活動しております。

http://yokosukacci.com
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/omotenashigift/top/

①年間掲載料：商工会議所会員　11,000円（税込）
※商工会もしくは商工会議所の会員であることが掲載条件です。
②販売手数料：販売価格の30％
　ページ制作費、管理費、ヤフーショッピングでの決済手数料、ポイント原資等の費用負担はございません。

①地元で採れた地域産品
②事業者が企画、製造、販売している商品

「おもてなしギフトショップ」は横須賀商工会議所が日本商工会議所、全国の商工会議所と連携してYahoo！ショッピング上に運営する、ギフト専門のネットショップです。
出店にかかる手間・費用を可能な限り軽減。手軽にネットショップに出品できます。
米子商工会議所からも多くの事業者様が参加しています。

色々な商品を見てみたいので、ご紹介ください。

・直接でも、帳合通しでも対応できます。

・地元の美味しい商品を探しています。価格だけではなく、商品力を見て取り扱いたいと 考えております。

鳥取・島根・岡山県に24店舗展開するスーパーマーケットです。地産地消にも力を入れているのでご協力いただけたら幸いです。

http://ebisuhongo.jp/

http://tomoto.biz/index.php
http://www.nshinata.biz

生協卸で返品不可・チラシ代等の協賛金なし条件としますので、オープン価格の商品でお願いします。
直営店のみのご提案も大歓迎です。

生協無店舗販売向け商品と自然食品店向け商品のご提案でお願いします。
お支払いサイトは60日（現金のみ）です

加工食品（常温・冷凍）
農産品（野菜・果物）

本社は生協卸で直営店（自然食品店）を経営しています。（スーパー、通販もあります）
産地らしさや製法のこだわりなど特徴のある食品に興味があります。
また、自社ブランドの開発にも力を入れていますので工場まるごとご紹介ください。
加工食品他農産物（有機、無農薬など）も探しています。

 https://www.maruilife.co.jp/

52 　Smile Circle株式会社 大阪府

48 　株式会社全国通販 大阪府

福岡県

50 　有限会社まんてん堂 大阪府

45 　株式会社丸合 鳥取県

47 　株式会社ユニマットライフ 大阪府

46 　株式会社ハツトリー 宮﨑県

　えびす本郷株式会社 島根県

大阪府

41

42 　株式会社マルイ 岡山県

43 　株式会社TOMOTO

44 　横須賀商工会議所　おもてなしギフト事務局 神奈川県

51 　株式会社G７ジャパンフードサービス 大阪府

49 　福水商事株式会社

○

○

○

○

○

○
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