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22 社合 計

※は今回初めて参加するバイヤーです。

第９回まるごと“おおすみ”アグリ・フード商談会
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業種

住所 〒 108-0073　

連絡先 TEL 03-3258-0051 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 104-0045

連絡先 TEL 03-5148-4747 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 104-0061

連絡先 TEL 03-6758-0260 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野 菓子、茶、コーヒー、ジャム、酒、その他食品全般【対象外：特になし】

マーケティング本部　第1営業課　バイヤー 川邉　治子

会社概要
　「お福分けのこころ」を通じてこだわりがもたらす幸せを全ての人と分ち合いたいとい
うコンセプトのもと、2013年に店舗（AKOMEYA TOKYO）をオープン。
　現在は、首都圏、関西に計９店舗展開しています。

東京都中央区銀座2-2-6　第2DKビル3F

03-6758-0261 h_kawabe@sazaby-league.co.jp

https://www.akomeya.jp/shop/default.aspx#

食品全般【対象外：輸入商品（輸入した原料を国内で加工・製造したものは可）】

会社名

【東京3/9】【東京3/9】【東京3/9】【東京3/9】

㈱サザビーリーグ㈱サザビーリーグ㈱サザビーリーグ㈱サザビーリーグ
AKOMEYA事業部AKOMEYA事業部AKOMEYA事業部AKOMEYA事業部

小売店・卸売業小売店・卸売業小売店・卸売業小売店・卸売業

http://www.47club.co.jp/

販売促進チーム 大島　仁美

会社概要
　全国の地方新聞社が発掘した「こんなのあるんだ！」という商品を国内外に販路
を広げるビジネスチャンスと商品開発や販売促進を中心としたコンサルティングを提
供しております。

インターネット通販・新聞通販インターネット通販・新聞通販インターネット通販・新聞通販インターネット通販・新聞通販
東京都中央区築地1-12-6　築地えとビル4F

03-5148-4748 md@47club.jp

会社概要

　東京・上野御徒町に本店を構える日本百貨店のテーマは“モノづくり”と“日本の
スグレモノ”です。その名の通り、日本全国からモノづくりにこだわった商品や職人の
手による商品を集めております。食品専門店の「日本百貨店しょくひんかん」では、
JR秋葉原駅の駅前という日本中のみならず世界中の人々が集まる場所で、「食
のテーマパーク」として日本の“食”そして日本の“文化”を発信しております。

食品全般【対象外：青果、生鮮食品】

会社名

【東京2/9】【東京2/9】【東京2/9】【東京2/9】
㈱４７ＣＬＵＢ㈱４７ＣＬＵＢ㈱４７ＣＬＵＢ㈱４７ＣＬＵＢ

03-3258-0052 yoshito.kariya@nippon-dept.jp

http://nippon-dept.jp/

日本百貨店しょくひんかん　副店長 假屋　義人

会社名

【東京1/9】【東京1/9】【東京1/9】【東京1/9】

㈱日本百貨店㈱日本百貨店㈱日本百貨店㈱日本百貨店
“日本百貨店しょくひんかん”“日本百貨店しょくひんかん”“日本百貨店しょくひんかん”“日本百貨店しょくひんかん”

専門店専門店専門店専門店
東京都港区海岸1-20-20　汐留ビルディング21階

※
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業種

住所 〒 104-0061

連絡先 TEL 03-5609-9250 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 104-0061

連絡先 TEL 03-3620-3331 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 150-0001

連絡先 TEL 03-5775-8135 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野 食品全般【対象外：水、卵、健康食品】

セコムの食推進室 猪口　由美

会社概要
　セコムグループのインターネット通信販売会社です。
　全国から選りすぐった無添加で良質・稀少な商品を「セコムの食」という通販サイ
トで販売しています。

東京都渋谷区神宮前1-5-1

055-231-0531 y.inokuchi@secom.co.jp

http://www.secomfoods.com/

食品全般【対象外：健康食品】

会社名

【東京6/9】【東京6/9】【東京6/9】【東京6/9】
セコム㈱セコム㈱セコム㈱セコム㈱

インターネット通販インターネット通販インターネット通販インターネット通販

日配担当バイヤー 長谷川　勝

会社概要

　東京の下町足立区、葛飾区で営む地域密着型の食品スーパーです。
　大手スーパーに対して安心・安全・美味しさを切り口に商品の違いを出して差別
化を図っています。
　また、日本で一番ロケ撮影の多いスーパーとしても知られています。

東京都足立区六木1-19-13

03-3620-3337 hasegawa.masaru@nittoh-e.co.jp

http://www.nittoh-e.co.jp/business/super.html

日配商品全般、加工食品全般【対象外：特になし】

会社名

【東京5/9】【東京5/9】【東京5/9】【東京5/9】

日東燃料工業㈱日東燃料工業㈱日東燃料工業㈱日東燃料工業㈱
“ベニースーパー”“ベニースーパー”“ベニースーパー”“ベニースーパー”

食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット

営業部　九州エリアマネージャー 島田　維孝

会社概要
　全国各地の「素材力」と「四季力」の生きている「おいしい」こだわり商品を、首都
圏中心の高質スｰパーや百貨店、自然食品店等へ卸売りを行っております。
　自社物流にて配送も行っております。

東京都中央区銀座5-14-11

049-295-7394 m1-shimada@ginbell.co.jp

http://www.ginbell.co.jp/

会社名

【東京4/9】【東京4/9】【東京4/9】【東京4/9】
銀座ベルハウス㈱銀座ベルハウス㈱銀座ベルハウス㈱銀座ベルハウス㈱

卸売業卸売業卸売業卸売業

※

※
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業種

住所 〒 160-0022

連絡先 TEL 03-6810-2529 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 161-0031

連絡先 TEL 03-6629-8806 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 171-0021

連絡先 TEL 03-5224-3755 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野 食品全般【対象外：冷凍温度帯流通商品、冷蔵は要相談】

HMR事業部グロサリーG　マネージャー 有馬　毅

会社概要

　首都圏を中心に“和食・酒えん”“和食えん”などを展開する企業です。
　その土地のこだわり品を販売することを目的に東京駅前の新丸ビル地下１階に
専門店“日本の御馳走えん”を展開しています。
　国産原料を使用した無添加の加工品を探しています。グロッサリー・菓子・日配
の”小売の加工品”をお持ちのメーカー様との商談を希望します。

東京都豊島区西池袋3-1-15　西池袋TSビル5F

03-3287-7196 arima@byo.co.jp

http://gochiso-en.com/

食品全般、和洋菓子全般【対象外：特になし】

会社名

【東京9/9】【東京9/9】【東京9/9】【東京9/9】

㈱ビー・ワイ・オー㈱ビー・ワイ・オー㈱ビー・ワイ・オー㈱ビー・ワイ・オー
“日本の御馳走えん”“日本の御馳走えん”“日本の御馳走えん”“日本の御馳走えん”

専門店専門店専門店専門店

執行役員　営業統括部　部長 雨宮　隆一

会社概要

　クイーンズ伊勢丹は首都圏を中心に出店している「三越伊勢丹グループ」の食品
スーパーマーケットです。安心・安全（食品添加物に極力頼らず）、こだわり（吟味し
た原材料、素材本来の美味しさ）、時代に合ったライススタイルに寄り添った提案が
できる商品を求めています。

東京都新宿区西落合2-18-20　ナレッジパーク落合ビル3階

03-6629-8808 amamiya_ryuichi@im-food.co.jp

https://www.im-food.co.jp/

食品全般【対象外：特になし】

会社名

【東京8/9】【東京8/9】【東京8/9】【東京8/9】

㈱エムアイフードスタイル㈱エムアイフードスタイル㈱エムアイフードスタイル㈱エムアイフードスタイル
“クイーンズ伊勢丹”“クイーンズ伊勢丹”“クイーンズ伊勢丹”“クイーンズ伊勢丹”

食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット

プロモーション商品統括部　食品・リビング商品担当食品　バイヤー 鈴木　雄大

会社概要

　㈱三越伊勢丹ホールディングスのグループ会社。日本を代表する老舗百貨店で
す。主要店舗として伊勢丹5店舗（新宿本店、立川店、浦和店、相模原店、府
中店）、三越3店舗（日本橋本店・銀座店・恵比寿店）を展開。
　催事場にて各地の特産品等を紹介しております。特に物産展に出店可能な事
業者様を探しております。

東京都新宿区新宿5-16-8　北豊ビル5F

03-6810-2538 sugimori_hiroshi@isetanmitsukoshi.co.jp

http://www.imhds.co.jp/

会社名

【東京7/9】【東京7/9】【東京7/9】【東京7/9】
㈱三越伊勢丹㈱三越伊勢丹㈱三越伊勢丹㈱三越伊勢丹

百貨店百貨店百貨店百貨店

※
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業種

住所 〒 211-0036

連絡先 TEL 044-798-0802 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 389-1201

連絡先 TEL 026-249-3965 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 573-0057

連絡先 TEL 072-843-0141 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野 食品全般【対象外：特になし】

代表 岸菜　賢一

会社概要

　全国各地の良い食品及び道具を求め、自ら現地を訪問して目利きした商品を
販売する食のセレクトショップです。現在、大阪市内と枚方市内に１店舗ずつ計２
店舗展開しています。
　小規模メーカー様への商品企画・開発の支援なども行っております。

大阪府枚方市堤町10-24　鍵屋別館104

072-846-9478 info@kishinaya.com

https://www.kishinaya.com/

食品全般【対象外：冷蔵・冷凍商品、原料】

会社名

【大阪1/1】【大阪1/1】【大阪1/1】【大阪1/1】
きしな屋きしな屋きしな屋きしな屋

専門店専門店専門店専門店

MD営業企画部 丸山　和子

会社概要

　長野に拠点を持ち、サンクゼール、久世福商店などのブランド店舗を展開してい
ます。
　全国147店舗で自社開発商品、NB商品の販売をしてます。取り扱い品目は両
ブランド併せて2,000アイテム程度になります。

長野県上水内郡飯綱町芋川1260

026-219-3906 maruyama@stcousair.co.jp

http://www.stcousair.co.jp/

食品全般【対象外：ギフト商品、生鮮食品（精肉、鮮魚、青果）】

会社名

【長野1/1】【長野1/1】【長野1/1】【長野1/1】
㈱サンクゼール㈱サンクゼール㈱サンクゼール㈱サンクゼール

専門店・インターネット通販専門店・インターネット通販専門店・インターネット通販専門店・インターネット通販

代表取締役 大野　孝将

会社概要
　神奈川県川崎市を中心にスーパーマーケット【OONOYA】を４店舗、食品のセレ
クトショップ【大野屋商店】を２店舗運営しております。健康的な食品・地方のご当
地食品を中心に品揃えしております。

神奈川県川崎市中原区井田杉山町31-18

044-798-0812 t-oono@foodhouse-oonoya.co.jp

http://www.foodhouse-oonoya.co.jp/

会社名

【神奈川1/1】【神奈川1/1】【神奈川1/1】【神奈川1/1】

㈱大寿㈱大寿㈱大寿㈱大寿
“OONOYA”“OONOYA”“OONOYA”“OONOYA”

食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット

※

※
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業種

住所 〒 659-0091

連絡先 TEL 0797-25-2595 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 666-0013

連絡先 TEL 072-776-6878 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 700-8624

連絡先 TEL 086-231-7517 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野 食品ギフト全般、カタログ通販商材など【対象外：健康食品】

百貨店事業本部　WEB・カタログチーム 食品担当　主任 村上　康平

会社概要

　中国地方（岡山県、鳥取県、島根県）にて、７店舗を展開する創業188年の老
舗百貨店です。
　「優良商品の販売を通じて、地域社会の生活・文化向上に寄与する」を理念と
し、上記７店舗を中心に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。

岡山市北区表町2-1-1

086-231-7586 kouhei.murakami@tenmaya.co.jp

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

食品全般【対象外：酒類、健康食品】

会社名

【岡山1/1】【岡山1/1】【岡山1/1】【岡山1/1】
㈱天満屋㈱天満屋㈱天満屋㈱天満屋

百貨店百貨店百貨店百貨店

代表取締役 山本　佳樹

会社概要

　全国のブランド食材を主に阪急うめだ本店に提案・販売しております。
　日本一の売上を誇る阪急うめだ本店のレストラン街に食材を提案・販売するほ
か、同百貨店向けに各種催事の企画提案も行っております。今回は、阪急うめだ
本店レストラン街に提案できる食材求めて参加します。

兵庫県川西市美園町1-3-211　宝泉ビル2F

- a.mizushima@sanyo-dp.co.jp

http://www.wets-all-star.co.jp/

食品全般【対象外：生鮮食品（精肉、鮮魚、青果）】

会社名

【兵庫2/2】【兵庫2/2】【兵庫2/2】【兵庫2/2】
フードアット㈱フードアット㈱フードアット㈱フードアット㈱

卸売業卸売業卸売業卸売業

営業部・調達課　課長 山村　渉

会社概要

　各百貨店等の大手流通業者に対して、全国のこだわり食品を提案しています。
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。最近では、芦屋市内と東京六本木にこだわり食材を取り扱う専門店「グラ
ンドフードホール」をオープンし、そのバイイングも行っております。
　まだ世に出ていない作り方や商品にストーリーがあるものを探しています。

兵庫県芦屋市東山町6-6-5F

0797-25-2597 yamamura@smile-circle.com

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

会社名

【兵庫1/2】【兵庫1/2】【兵庫1/2】【兵庫1/2】
Smile Circle㈱Smile Circle㈱Smile Circle㈱Smile Circle㈱

卸売業・専門店卸売業・専門店卸売業・専門店卸売業・専門店

※
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業種

住所 〒 812-0016

連絡先 TEL 092-982-1130 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 820-0101

連絡先 TEL 0948-82-3770 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 890－8603

連絡先 TEL 099-813-5075 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野 鹿児島の食材を使った商品、鹿児島で加工・製造した商品【対象外：輸入商品】

営業局　業務推進部 帖佐　奈穂

会社概要
　地方新聞社45社46紙と㈱電通が出資して作った通販サイトを運営する会社が
㈱４７ＣＬＵＢです。
　「新聞社厳選」の商品を「地方の逸品」として全国に紹介します。

鹿児島市与次郎1-9-33

099－813－5089 n-chousa@373news

http://www.47club.jp/

食品全般

会社名

【鹿児島1/5】【鹿児島1/5】【鹿児島1/5】【鹿児島1/5】
４７ＣＬＵＢ　㈱南日本新聞社　４７ＣＬＵＢ　㈱南日本新聞社　４７ＣＬＵＢ　㈱南日本新聞社　４７ＣＬＵＢ　㈱南日本新聞社　

インターネット・新聞通販インターネット・新聞通販インターネット・新聞通販インターネット・新聞通販

営業部　次長 山下　善史

会社概要

　福岡県北九州地区及び筑豊地区で13店舗の食品スーパーを運営しています。
地域密着型のスーパーとして地元のお客様には評価を頂いており、さらに、弊麻生
グループでは各事業所が担う社会インフラとしての役割を果たすことを重視しており
ます。

福岡県飯塚市綱分1843番地

0948-82-3774 yamashita-y01@aso-group.co.jp

http://www.superaso.jp/

青果、乳製品、日配送品、塩干品

会社名

【福岡2/2】【福岡2/2】【福岡2/2】【福岡2/2】

麻生芳雄商事㈱麻生芳雄商事㈱麻生芳雄商事㈱麻生芳雄商事㈱
“スーパーASO”“スーパーASO”“スーパーASO”“スーパーASO”
食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット

デイリー課　課長 野﨑　淳

会社概要
　熊本・福岡に拠点を置く、食品の総合卸売になります。
　地域商材の発掘に力を入れており、常温・冷蔵・冷凍温度帯の配送も可能で
す。

福岡市博多区博多駅南4-19-10

092-982-1131 anozaki@kamei-net.co.jp

http://www.kamei-tsusan.co.jp/

会社名

【福岡1/2】【福岡1/2】【福岡1/2】【福岡1/2】
亀井通産㈱　福岡支店亀井通産㈱　福岡支店亀井通産㈱　福岡支店亀井通産㈱　福岡支店

卸売業卸売業卸売業卸売業
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業種

住所 〒 891－0113

連絡先 TEL 099-260-3830 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 892-0842

連絡先 TEL 099-226-8603 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野

業種

住所 〒 892-8601

連絡先 TEL 099-227-6215 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野 郷土食品、酒類

商品部　食品仕入部　課長 山口　現

会社概要

　宝暦元年(1751年)創業以来、ふるさとのデパートとして多くのお客様に愛され 親
しまれてきました。 当社の歴史は、地域社会の発展のために、お客様の豊かな暮
らしの実現のために、常に創造的革新を図り続けてきた軌跡そのものです。 ２世紀
半にわたる伝統を皆様方のご支援の賜物と深く感謝し、これからもより魅力的な品
揃えと、ふるさとの憩いの場として、より愛される店づくりに努めて参ります。

鹿児島市金生町3-1

099-227－6639 syokuhin@yamakataya.co.jp

http://www.yamakataya.co.jp/

鹿児島県内産の農畜産物、県内で製造された加工食品【対象外：鮮魚、酒類】

会社名

【鹿児島4/5】【鹿児島4/5】【鹿児島4/5】【鹿児島4/5】
㈱山形屋㈱山形屋㈱山形屋㈱山形屋

百貨店百貨店百貨店百貨店

代表社員（店長） 武田　清孝

会社概要

　鹿児島市の天文館天神おつきや商店街（ぴらもーる）に店舗を構えて４年、産
地直送の新鮮野菜をはじめ、ヘルシーな惣菜・弁当、昔懐かしいお菓子、素材に
こだわった珍しい調味料まで、幅広い分野の商品を取り揃えております。
　鹿児島市内はもとより姶良市、日置市からの来店客もあります。山形屋のつい
でに立ち寄る方も多くいらっしゃいます。

鹿児島市東千石町8-24　増田ビル１階

099-226-8604 yumeria@sage.ocn.ne.jp

https://machinoekiyumeria.net/

特色のある大隅地域の食品全般、他店にない商品【対象外：特になし】

会社名

【鹿児島3/6】【鹿児島3/6】【鹿児島3/6】【鹿児島3/6】

（同）ゆめりあＳＣ（同）ゆめりあＳＣ（同）ゆめりあＳＣ（同）ゆめりあＳＣ
“天文館まちの駅ゆめりあ”“天文館まちの駅ゆめりあ”“天文館まちの駅ゆめりあ”“天文館まちの駅ゆめりあ”

直売店直売店直売店直売店

営業本部企画販売部長 成沢　泉

会社概要

　鹿児島市内を中心に４店舗展開するスーパーマーケットです。鹿児島県産の食
材を中心に“こだわり”の食材を提供しております。
　毎回参加しています。今回も多くの出展者の皆様と商談し、他店にできるだけ無
いものを発掘したいと考えております。

鹿児島市東谷山7-30-12

099－269-1610 chuzan@narizawa.com

http://www.narizawa.com/

会社名

【鹿児島2/5】【鹿児島2/5】【鹿児島2/5】【鹿児島2/5】

㈲なりざわ㈲なりざわ㈲なりざわ㈲なりざわ
“フレッシュフィールドなりざわ”“フレッシュフィールドなりざわ”“フレッシュフィールドなりざわ”“フレッシュフィールドなりざわ”

食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット食品スーパーマーケット

※
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業種

住所

連絡先 TEL 0996-23-5513 FAX Email

URL

バイヤー 所属 氏名

仕入分野 食品全般

第一商品部　次長 橋口　正一

会社概要

　鹿児島県と宮崎県に「プラッセだいわ」「プラッセ食品館」「だいわ」等を20店舗展
開する総合スーパーです。
　健康、安心、新鮮をモットーに地域に密着した総合スーパーマーケットです。
　今回も多くの出展者の皆様と商談し、逸品を発掘したいと考えております。

〒895－8555　薩摩川内市神田町10-12

0996-25-4391 grocery@i-daiwa.com

http://www.i-daiwa.com/index.html

会社名

【鹿児島5/5】【鹿児島5/5】【鹿児島5/5】【鹿児島5/5】

㈱大和㈱大和㈱大和㈱大和
“プラッセだいわ”“プラッセだいわ”“プラッセだいわ”“プラッセだいわ”
総合スーパーマーケット総合スーパーマーケット総合スーパーマーケット総合スーパーマーケット
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