
R4.6.28現在

事 業 所 名 所在地

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

業種 EC販売

企業ＰＲ
楽天、PayPay、独自ドメインにて「ギフト百花」というECサイトを運営。その他、auコマース＆ライフ、オールアバウトライフマーケティング、各種福利
厚生媒体への卸売も行っている。ギフト、食品だけでなく、幅広い商品ラインナップ展開を目指しており、特色のある商品の仕入れを希望しておりま
す。

仕入希望商品 自家需商品（惣菜、レンジアップ商品）、フルーツ、魚介類 など

取引条件 直接取引　月末日締　翌月末日支払　PL保険加入必須

その他 ECサイトで使用可能な画像を多く保有する企業歓迎

ホームページ http://www.office-tamura.net

業種 食品卸

企業ＰＲ 首都圏及び大都市圏にある高質な小売店を対象に、地域の特性を生かした商品の販路開拓に努めます。

仕入希望商品 ストーリー性のあるこだわりの商品

取引条件 直取引

その他 ー

ホームページ https://www.poplar-cvs.co.jp/

業種 コンビニエンスストア

企業ＰＲ 全国に関東・関西・中国・九州を活動エリアとしており店舗の立地では、大学・職域・ホテル・病院などがあり、店舗毎の商品取り扱いが可能で柔軟に対
応しております。今後は女性シニアをコアターゲットとした商品にも着目していきます。

仕入希望商品 地域商品、５００円程度の個食タイプ和洋菓子など

取引条件 PL保険加入

その他 ポプラ自社商品センターへ一括納品、全店配送可能

ホームページ https://www.fuzitoku.com/

業種 食品、酒、低温食品、卸売業

企業ＰＲ 地元有力スーパー、小売店と多くの取引があり地域に根ざし創業１４０周年の会社です。

仕入希望商品 スーパー、ドラッグストア、ホームセンター等で販売可能な商品

取引条件 PL保険加入

その他 ー

ホームページ http://www.nakamurakaku.co.jp/

業種 食品卸売業

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。

仕入希望商品 地域性、独自性のある小売用商品・業務用商品

取引条件 ー

その他 ー

ホームページ https://superior.gift/

業種 通信販売

企業ＰＲ 全国よりこだわりの商品を開発、発掘し、通販などで販売につなげている会社です。日本の食文化の維持、発展に寄与することが最大の狙いです。

仕入希望商品 原材料に留意したこだわりのある商品

取引条件 産直、消化支払い

その他 PL保険加入、金属探知機必須です。

ホームページ http://www.izutsuya.co.jp/

業種 卸売業、小売業、マーケティング

企業ＰＲ 「美味しさ」と「健康」を追求したブランド
美食良菜のSHOPサイトでは、ギフト商品を販売中。今後は、業務用・PB製造請負も始めています。

仕入希望商品 冷凍食品、調味料

取引条件 末〆 翌月末払い

その他 ー

ホームページ  https://www.maruilife.co.jp/

業種 小売業

企業ＰＲ 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。

仕入希望商品 鳥取県・島根県の生鮮食品及び生鮮関連の加工品

取引条件 ・直接でも、帳合通しでも対応できます。

その他 ー

ホームページ http://www.izutsuya.co.jp/

業種 卸売業

企業ＰＲ 北九州にある地場百貨店の商事部署の会社です、自店小倉井筒屋、サテライト事業部、アイネット事業部、山口井筒屋以外にも九州地場百貨店への卸
業をしております。

仕入希望商品 実演可能メーカー、買取商品 等

取引条件 消化販売、買取販売、委託販売

その他 ー

ホームページ https://www.jalux.com/

業種 商社

企業ＰＲ

航空・空港周辺事業で培った専門性やノウハウ、事業品質等を通じて、航空関連事業を基軸とした幅広い事業領域で多彩なビジネスを展開しており
ます。
ダイレクトマーケティング部は、JAL公式ECサイト「JALショッピング」、機内通販誌、ダイレクトメールカタログ「JAL Shopping Selection」の企
画・運営を行っております。

仕入希望商品

・安全安心はもとより、上質でこだわりの商品や、地域性が出せる食材を使用した商品。
・産地直送対応が可能なこと。
・各種法令に準拠した品質管理体制が確立されていること。
・PL保険に加入していること。
・弊社指定包装紙、熨斗対応や挨拶状同梱に対応できること。
・配送に耐えうる化粧箱など資材がしっかりしていること。

取引条件 産地直送対応が可能なこと。
送料込上代に対して65%程度の掛け率で送料込下代が設定可能であること（応相談）。

その他 特になし

ホームページ http://www.minnafoods.com/company.html

業種 食品卸

企業ＰＲ 本社を札幌に置く食品卸企業です。 こだわりの地域商材を様々な小売企業に販売しておりますが特に高質系の販路が主です。
生産量が少なくても問題ありません。是非 紹介させてください。

仕入希望商品

・生鮮、酒類を除く一般食品(常温、冷蔵、冷凍可能)
・大手量販店が取り扱っていない商品を希望します。
・特にお酒のつまみ(特にワインに合うもの)や特色のあるスイーツ
・地元ならではの食材が希望です。

取引条件 仕入れ後 月末しめ翌月末支払いー30日後ー
(一部販路によっては60日があります。)

その他 別途お打合せによる

《第６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
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1 株式会社セイノー商事 東京都

3

岡山県

5

11 有限会社みんなの食品 北海道
（埼玉県）

2 タムラ 東京都

株式会社ポプラ 広島県

4 藤徳物産株式会社

10 株式会社JALUX 東京都

株式会社マルイ 岡山県

9 株式会社井筒屋商事 福岡県

中村角株式会社 広島県

6 グルマン・ゴーズ・トゥ・トウキョウ株式会社 東京都

7 有限会社恵ネットワーク 東京都
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《第６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

ホームページ https://www.toranomon-ichiba.com/shop/default.aspx

業種 通信販売

企業ＰＲ

テレビ東京が提供するお取り寄せグルメサービスです。
日本各地の厳選された「食材や加工品」を地域環境や文化、伝統、生産者のこだわりを交え、実際に家庭でお楽しみいただけるよう通信販売を行って
おります。
番組でご紹介した食材や加工食品をテレビ番組「虎ノ門市場」、インターネットサイト『虎ノ門市場』にて販売し、消費者の皆様に日本の食文化を学び、
楽しむ機会を提供。それと同時に、地元生産者に対する新たな販売機会を提供することにもなり、地域活性化にも寄与できるものと考えております。

仕入希望商品
・主要商品カテゴリ:魚介類・惣菜・肉加工品・果実(野菜)他
・簡易調理、利便性(個別包装、バラ凍結、他)
・温度帯:常温、冷凍、冷蔵いずれも可

取引条件 PL保険、細菌検査結果、産地証明、宣材写真等のご提示
掲載手数料は発生しませんので、商品卸値にてお取引

その他 商品情報のみにとどまらず、商品開発に関するストーリー、歴史背景、生産環境、生産者の背景も重要な要素となります。

ホームページ https://www.k-fujisan.co.jp/company/

業種 スーパーマーケット

企業ＰＲ
人々の暮らしにとって、どんなに時代が変わっても決して変わらない、誰もが幸せを感じる空間、それは「おいしい笑顔で囲む食卓」ではないでしょう
か。株式会社 藤三はその笑顔の食卓づくりのお役にたてるよう、いま一番求められているおいしさやサービスの向上に努めています。そしてこれま
で以上に地域のお客様にとって一番身近でかけがえのないお店をめざしてまいります。

仕入希望商品 食品全般

取引条件 ー

その他 ー

ホームページ http://www.japonix.co.jp

業種 食品問屋

企業ＰＲ 弊社は、創業70余年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・量販店様に、こだわりの逸品をご愛顧頂いております。

仕入希望商品 地元に根差した、地元ならではのこだわりの逸品を探してます。

取引条件 御社希望条件を、充分検討させて頂きます。

その他 常温販売食品

ホームページ http://www.national-azabu.com

業種 スーパーマーケット

企業ＰＲ コンセプト:美味しさはもちろん、安心・安全な食材の提供
客層:富裕層(ファミリー層) 店舗数:3店舗

仕入希望商品 こだわりがあり、小売り実績のない商品
催事販売で定期的に販売が可能な商品

取引条件 請求書締日:末締め　支払日:翌々月5日

その他 チェーンストア統一伝票を使用

ホームページ https://www.makii.com

業種 小売業

企業ＰＲ 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スーパーです。マキイは、これからも身体にいい商品やサービスを通じ
て誇るべき日本の食を伝承し続けていきます。

仕入希望商品 添加物不使用商品 天然物 自然栽培

取引条件 ー

その他 ー

ホームページ ー

業種 卸・企画

企業ＰＲ 今年で設立30周年を迎えました。社名のとおり、全国各地の産地カラーのある商品を探し、紹介し、また企画等々、し続けております。

仕入希望商品 産地カラーのある商品(全温度帯可能)

取引条件 商談時にて

その他 特になし

ホームページ https://www.kokubu.co.jp/nishinihon/

業種 卸売業

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 応相談させていただきます

その他 よろしくお願いします。

ホームページ http://www.food-shimizuya.co.jp/

業種 食品スーパーマーケット

企業ＰＲ 地域に根ざしたスーパーマーケットです。
価格も大事ですが、作り手の思いや商品の特性がイメージにマッチすれば積極的に販売を行っております。

仕入希望商品 菓子類、パン類全般

取引条件 特種なことはありません。

その他 店舗は1店舗ですのでロットにはご配慮ください。

ホームページ http://www.join-studio.com

業種 製造卸

企業ＰＲ

＊ 当社が長年に研究開発した純国産の和風ハーブを用いて養生製品、化粧品、日用品や雑貨品等の生産卸しと輸出しています。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。
中国で自社直営ショップ２店舗が現地で運営しています。
＊国内公式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（乾燥、レトルト等）、乾燥原料など多分類品を希望
特に現在廃棄しているものを乾燥して頂くことが希望

取引条件 ・生産者や加工者さんを国内外でPR為にお顔出し可能な方、必要な情報資料は紙ではなくデータで頂ける方
・食品類は常温で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）

その他 ー

ホームページ ー

業種 総合食品コンサルタント業務

企業ＰＲ 総合商品企画開発、新規得意先様へのご紹介等を主体に「食」に関するものであれば何でも手掛け、販売が伸び悩んでいる商品に弊社独自の商品企
画と流通案内で既存商品の掘り起こしを図り、契約社様と共同で商品開発・販売先様へ営業活動を行っています。

仕入希望商品 農産物、海産物加工品、和洋菓子、スイーツ等

取引条件 未定

その他 量販・小売店向け商品

ホームページ https://www.oie.co.jp/

業種 総合卸売業

企業ＰＲ 尾家産業は外食産業向け、中食事業向け工場や、オフィスの給食事業向けのほか、ヘルスケア事業向けに至るまで非常に幅広い範囲であらゆる「食」
の市場に食材の供給をはじめ物流やシステム支援を行っている食品商社です。

仕入希望商品 地元商品

取引条件 別途相談

その他 ―

21 株式会社ストラジメント 広島県

22 尾家産業株式会社米子営業所 鳥取県

19 株式会社アドバンスクリヤマ 東京都

20 暁喜株式会社 大阪府

17 株式会社物産食品 大阪府

18  国分西日本株式会社 広島県

ナショナル物産株式会社

16 有限会社マキイ 福岡県

15 東京都

14 株式会社ジャポニックス 大阪府

13 株式会社藤三 広島県

12 株式会社テレビ東京ダイレクト 東京都
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企 業 概 要

ホームページ https://info.onemile.jp/

業種 冷凍惣菜の通信販売

企業ＰＲ

弊社は創業34年で “日本の食材を食べること”を推奨し、地産全消・自給率の向上を経営理念としています。主に出産や育児、親の介護、共働きな
ど、買い物や調理時間の確保でお困りの方に対して、湯せんや流水調理、レンジで調理するだけの簡単な調理方法を用いた商品の提供を行っていま
す。美味しい料理を手軽に、健康的に提供するため、創業以来全国を巡り見つけた各地の食材を厳選し栄養価の高い料理の開発に取り組んでいま
す。

仕入希望商品 一次加工済み原料又は、二次加工済み(加熱調理済)の冷凍惣菜。
海外産原料はNGです。

取引条件 国産原料に限る。冷凍流通可能商品。PL保険加入済み。金属探知機導入済み。

その他  特にございません。

ホームページ http://www.elle-shop.co.jp/

業種 小売業

企業ＰＲ 各地のこだわり商品について検討しています

仕入希望商品 その土地の特色を活かした商品を検討しています

取引条件 通常取引は買掛での取引を実施しています。末締めの翌15日又は20日又は月末払い。

その他 特にありません

ホームページ ー

業種 食品卸売業

企業ＰＲ 九州を中心とする地域スーパーマーケット20社程の企業に対し安心安全な食の勉強会を開催し、さらにそれに準ずる商品の供給をしています。

仕入希望商品 添加物、農薬、化学肥料、遺伝子組み換等が無い物

取引条件 月末〆翌月末現金

その他 ー

ホームページ http://www.elle-shop.co.jp/

業種 小売業

企業ＰＲ 各地のこだわり商品について検討しています

仕入希望商品 その土地の特色を活かした商品を検討しています

取引条件 通常取引は買掛での取引を実施しています。末締めの翌15日又は20日又は月末払い

その他 特にありません

ホームページ https://www.greencoop.or.jp/

業種 生活協同組合

企業ＰＲ

グリーンコープは、西日本を中心に展開する16の生協と約43万人の組合員からなるグループです。安心・安全な商品の開発や、心豊かな暮らしを実
現するための平和・環境・福祉・子育て・その他の支援など、様々な事業と活動を組合員が主役となって行っています。
※所属するグリーンコープ会員生協は、各県に会員生協が存在します。 （福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮﨑、鹿児島、山口、広島、島根、岡山、鳥取、
兵庫、大阪、滋賀、福島）

仕入希望商品 化学調味料、保存料、着色料を使用しない。2次原料3次原料にいたるまで中国産不使用がグリーンコープの商品の最低条件です。使わなくてよいも
のは使わない、できる限り国産原料にこだわる。そういった商品を期待しています。

取引条件 グリーンコープは西日本を中心に展開しています。物流(納入先や受発注のタイミング)など、ハードルはあるかと思いますが、帳合先のご紹介もでき
ますので、相談できればと思います。

その他 特にありません。

ホームページ https://hamayakitarou-tachibanaekimaeten.owst.jp/

業種 飲食業

企業ＰＲ 兵庫県で海鮮居酒屋を展開中
旬の魚介類をバーベキュースタイルで提供するお店です。

仕入希望商品 海産物、貝、干物、冷凍商材

取引条件 先方に合わせます。

その他 特にありません。

27 グリーンコープ生活協同組合連合会 福岡県

28 株式会社AIフード 兵庫県

25 有限会社九州パワーグループ 福岡県

26 株式会社エルショップ 福岡県

24 株式会社エルショップ 福岡県

23 株式会社
ファミリーネットワークシステムズ

大阪府

https://info.onemile.jp/
http://www.elle-shop.co.jp/
http://www.elle-shop.co.jp/
https://www.greencoop.or.jp/
https://hamayakitarou-tachibanaekimaeten.owst.jp/

