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参加社一覧
きらやか銀行
㈲尾花沢食品 山形県
尾花沢のだしっ〈加工食品〉／松前昆布だしっ〈加工食
品〉／いぶ六〈加工食品〉

㈱大商金山牧場 山形県
豚肉〈畜産品〉／牛肉〈畜産品〉／味付肉〈畜産品〉

㈱タスクフーズ 山形県
鯉甘煮〈加工食品〉／山形のいも煮〈加工食品〉／山形
いも煮カレーうどん〈加工食品〉／黒毛和牛極とろカレー
〈加工食品〉／黒毛和牛すきやき丼の素〈加工食品〉

㈱長寿園本舗 山形県
お肌美人茶〈加工食品〉／心癒し茶〈加工食品〉／焼とろ黒豆茶
〈加工食品〉／そば茶〈加工食品〉／どくだみ健康茶〈加工食品〉

㈱パールパッケージ企画 山形県
とろ～り　ぴゅれ〈加工食品〉／フルーツゼリー〈加工食
品〉／つや姫米めん〈加工食品〉

㈱米沢牛黄木 山形県
米沢牛精肉〈畜産品〉／牛肉加工品〈加工食品〉
北日本銀行
㈱浦嶋商店 岩手県
スモークさんま(4枚入)〈加工食品〉／スモークかき　オリーブオイ
ル漬け・醤油漬け(120g)〈加工食品〉／さんまトマトソース焼〈加
工食品〉／ブリの照焼〈加工食品〉／サケの香草焼〈加工食品〉

及川冷蔵㈱ 岩手県
三陸太郎〈加工食品〉／さんま味醂干し〈加工食品〉／
おいしいさんま塩麹〈加工食品〉／おいしいさんまプレー
ン〈加工食品〉／おいしいさんまスパイス〈加工食品〉

㈲O.B.Fのだ 岩手県
中骨抜きさんま〈水産品〉／中骨抜きカレイ〈加工食品〉
／中骨抜きタイ〈加工食品〉／中骨抜きサバ〈加工食品〉
／中骨抜きさんま味噌煮一本丸ごと仕上げ〈加工食品〉

㈱兼平製麺所 岩手県
岩手　盛岡純米めん2食入えごま醤油付〈加工食品〉／盛
岡純米冷めん2食スープ・辛味の素付〈加工食品〉／盛岡純
米じゃじゃめん2食入〈加工食品〉／盛岡純米ひっつみ2食入
〈加工食品〉／岩手　盛岡純米めん業務用〈加工食品〉

㈲川原商会 岩手県
りんごピューレ〈加工食品〉／りんごジャム〈加工食品〉

㈱北日本銀行 岩手県
山田のしょうゆラスク〈加工食品〉／昆布バー〈加工食品〉／夢の樹バ
ウム〈加工食品〉／岩谷堂羊羹〈加工食品〉／黒豆ケーキ〈加工食品〉

きのこのSATO㈱ 岩手県
生しいたけ〈農産品〉／乾燥しいたけ〈加工食品〉／乾
燥きくらげ〈加工食品〉／生きくらげ〈農産品〉

㈲木村商店 岩手県
いか徳利〈加工食品〉／さんま千枚漬〈加工食品〉／いかの塩辛〈加工食
品〉／三陸　浜の一夜干し〈加工食品〉／帆立の甘露煮〈加工食品〉

㈱越戸商店 岩手県
塩イクラ1kg〈加工食品〉／しょう油イクラ500g〈加工
食品〉／鮭フィレ10kg〈加工食品〉／塩ウニ2本入ギフト
〈加工食品〉／塩わかめ100g〈加工食品〉

㈲コタニ 岩手県
岩手産カットわかめ〈加工食品〉／岩手産糸くきわかめ
〈加工食品〉／岩手産きざみ昆布〈加工食品〉／国産
海藻サラダ〈加工食品〉／桜こあみ〈加工食品〉

㈲近藤商店 岩手県
桜ます塩焼〈加工食品〉／銀ざけ塩焼〈加工食品〉／ぶ
り照焼〈加工食品〉／さんま蒲焼〈加工食品〉

潮風堂　TRS食品㈲ 岩手県
サケ潮麹漬〈加工食品〉／サンマ時雨煮〈加工食品〉／味付つ
ぶ〈加工食品〉／酢タコ〈加工食品〉／いか塩辛〈加工食品〉

㈱鈴清食品 岩手県
おとうふマヨネーズ トマト〈加工食品〉／七種の雑穀納豆〈加工食品〉

㈱精茶百年本舗 岩手県
健康ブレンド　百年茶〈飲料〉／インスタント茶セレクト
セット〈飲料〉／十三雑穀　醇〈加工食品〉

㈱バンザイ・ファクトリー 岩手県
星影のパスタ〈加工食品〉／椿マーメイドパスタ〈加工
食品〉／椿マーメイド冷麺〈加工食品〉

フードパック㈱ 岩手県
ぷるっこきくらげ　梅しそ風味〈加工食品〉／おつまみ茎わかめ
　梅しそ風味〈加工食品〉／細切り茎わかめ〈加工食品〉／三
陸宮古のうしおだれ〈その他〉／おつまみきくらげ〈加工食品〉

㈲前沢牛オガタ 岩手県
前沢牛精肉〈畜産品〉／小形牧場牛精肉〈畜産品〉／前沢
牛加工品〈加工食品〉／小形牧場牛加工品〈加工食品〉

㈲まるき水産 岩手県
漁師の生ふりかけ〈加工食品〉／しそ甘酢茎ワカメ〈加
工食品〉／牡蠣くん製椿オイル漬〈加工食品〉

㈱丸越 岩手県
有機にんにく〈農産品〉／無添加にんにく加工品〈加工
食品〉／無添加生姜加工品〈加工食品〉

㈱横田屋本店 岩手県
宮城県産焼のり〈加工食品〉／のり佃煮〈加工食品〉／めかぶなん
ばん〈加工食品／おさしみわかめ〈加工食品〉／黒のり〈加工食品〉

㈲吉田製麺 岩手県
卵めん200g〈加工食品〉／卵めん500g〈加工食品〉
／卵めん1kg〈加工食品〉／食楽佳味G-504〈加工食
品〉／食楽佳味(卵うどん200g)〈加工食品〉
仙台銀行
㈱オジマスカイサービス 宮城県
宮城県産ササニシキ、ひとめぼれ、みやこがねもち〈加工食
品〉／フルティカ(中玉)、トマトベリー(ミニ)〈農産品〉／穀宝味
噌〈加工食品〉／野菜ヌードル〈加工食品〉

㈱八葉水産 宮城県
焼き魚シリーズ〈加工食品〉／味付もずくシリーズ〈加工
食品〉／いか惣菜シリーズ〈加工食品〉／しめさばシリー
ズ〈加工食品〉／アソート商品味くらべ〈加工食品〉

福島銀行
㈱いわきチョコレート 福島県
めひかり塩チョコ〈加工食品〉／めひかり塩チョコ・グラン
クリュ〈加工食品〉／紅玉林檎チョコ〈加工食品〉

須賀川を元気にする会 福島県
福尽漬〈加工食品〉／朝どり桃のコンポート〈加工食品〉／大葉
みそ〈加工食品〉／自家製みそ〈加工食品〉／きゅうり〈農産品〉

㈲鈴木農園 福島県
美食彩菜　にんじんジュース〈飲料〉／ジャンボなめこ
〈農産品〉／人参〈農産品〉／枝豆〈農産品〉／美食
彩菜　にんじんドレッシング〈加工食品〉

山吉青果食品㈱ 福島県
黒ごまごぼう〈加工食品〉／ゼリードリンク〈飲料〉
大東銀行
㈱会津物産 福島県
舞茸炊き込みご飯の素〈農産品〉／きゃらぶき〈加工
食品〉／ふきのとうみそ〈加工食品〉／ふきのとうしょうゆ
〈加工食品〉／高原の花豆〈加工食品〉
東和銀行
㈱ありがと 群馬県
マヌカハニー〈加工食品〉／ジュース〈加工食品〉／飲
料水〈飲料〉／クッキー〈加工食品〉

㈱エーアンドブイ企画 群馬県
福豚ロースハム〈加工食品〉／福豚ベーコン〈加工食品〉／福豚生ハ
ム〈加工食品〉／福豚ソーセージ〈加工食品〉／福豚精肉〈畜産品〉

㈱クリチク 群馬県
軟骨入りつくね〈加工食品〉／赤城鶏ローストチキンレッ
グ〈加工食品〉

グローバルピッグファーム㈱ 群馬県
ロースハム〈加工食品〉／ベーコン〈加工食品〉／角ボンレスハ
ム〈加工食品〉／荒挽きウィンナ〈加工食品〉／豚肉〈畜産品〉

ジャパンパスカル㈱ 群馬県
クリーム生大福〈加工食品〉／生ちょこクッキー〈加工食品〉

㈱セイワ食品 群馬県
おかゆ〈加工食品〉／玄米がゆ(業務用)〈加工食品〉

㈱旅がらす本舗清月堂 群馬県
旅がらす〈加工食品〉／ゴールド旅がらす〈加工食品〉／
くわのめぐみ〈加工食品〉／雪ぽんクランチ〈加工食品〉
／ぐんまだから〈加工食品〉

㈲月夜野きのこ園 群馬県
椎茸〈農産品〉／ゆきわり茸〈農産品〉／谷川茸〈農産品〉

㈱ナリヒラ 群馬県
ナリヒラジェラート(120ml入・カップ)〈加工食品〉／ナリ
ヒラジェラ-ト(4L)〈加工食品〉

㈱梅林堂 埼玉県
やわらか〈加工食品〉／彩のさくさく〈加工食品〉

村岡食品工業㈱ 群馬県
梅しば〈加工食品〉／ごんじり〈加工食品〉／チョロギ〈加工
食品〉／国産　おつまみ茎わかめ　梅しそ風味〈加工食
品〉／タネとっちゃいましたほし梅〈加工食品〉
栃木銀行
㈱石田屋 栃木県
日光甚五郎煎餅　18枚入り平袋〈加工食品〉／日光甚五郎煎
餅　16枚入缶〈加工食品〉／無添加ごぼうせん〈加工食品〉

㈱エムワイフーズ 栃木県
宮のたれ〈加工食品〉

こいしや食品㈱ 栃木県
きざみ油揚げ500g〈加工食品〉／ミニきぬ(充填)〈加工食品〉
／サイコロ豆腐20〈加工食品〉／黒豆チョコきなこ味・抹茶味・
いちご味〈加工食品〉／健康百歳便〈加工食品〉

㈱関口 栃木県
丹念造り(PB)〈加工食品〉／キャンディ類（PB）〈加工食品〉／パッ
クあんドーナツ〈加工食品〉／その他商品〈加工食品〉

㈱谷八 栃木県
もちもちロール〈加工食品〉／もちもちクレープ〈加工食
品〉／半熟カステラ〈加工食品〉／動物柄ロール〈加工
食品〉／野菜ロール〈加工食品〉

㈱つけもの樋山 栃木県
九尾のたまり漬きざみ〈加工食品〉／たまりらっきょう〈加工
食品〉／ワイン赤らっきょう〈加工食品〉／ワイン白らっきょう
〈加工食品〉／究極のたまり〈加工食品〉

日光ゆば製造㈱ 栃木県
さしみゆば〈加工食品〉／よせゆば〈加工食品〉／ゆば
と野菜のふんわり豆腐〈加工食品〉／ゆば豆腐ナゲット
〈加工食品〉／とろゆば〈加工食品〉

㈱日昇堂 栃木県
日光ラスク〈加工食品〉／日光プレミアムラスク〈加工食品〉

日東産業㈱ 栃木県
業務用(和風、中華、洋風)惣菜のタレ〈加工食品〉／
十六穀米ドレッシング〈加工食品〉／とちぎまるごとドレッシ
ング〈加工食品〉／にんにくソース〈加工食品〉

ハガフーズ㈱ 栃木県
ハムカツ80〈加工食品〉／超厚切ハムカツ80MSB〈加工食品〉／角
ポークハムカツ90〈加工食品〉／チーズサンドハムカツ〈加工食品〉

㈱ファーマーズ・フォレスト 栃木県
トチギフト〈その他〉

マルウチ食品産業㈱ 栃木県
佐野拉麺〈加工食品〉／おやじの店ラーメン〈加工食
品〉／佐野ラーメン業務用

㈱和商コーポレーション 栃木県
餃子〈加工食品〉／ザーサイ〈加工食品〉
京葉銀行
青柳食品㈱ 千葉県
いわし銚子煮〈加工食品〉／さんまソフト煮〈加工食品〉
／真いわし梅煮〈加工食品〉／かれい西京焼〈加工食
品〉／背黒いわしの唐揚げ〈加工食品〉

㈱栄進フーズ 千葉県
手包み餃子〈加工食品〉／点心〈加工食品〉／角煮・チャーシュー
〈加工食品〉／なでしこポーク　精肉〈畜産品〉

窪田味噌醤油㈱ 千葉県
国産丸大豆生醤油〈加工食品〉／純米糀味噌〈加工食品〉／
有機玄米味噌〈加工食品〉／初だしの味(あごだしみそ)〈加工
食品〉／初だしの味(いりこだしみそ)〈加工食品〉

㈱恋する豚研究所 千葉県
恋する豚〈畜産品〉／ロースハム・ももハム〈加工食品〉／ベー
コン〈加工食品〉／あらびきソーセージ〈加工食品〉／千葉で
育ったゆずとレモンのぽん酢醤油〈加工食品〉

大新食品㈱ 千葉県
お米で作ったスライス餅〈加工食品〉／お米で作ったス
ティック餅〈加工食品〉／うすきり餅〈加工食品〉／業務
用カット餅〈加工食品〉／生切り餅〈加工食品〉

㈲葉っぱや 千葉県
ブーケレタス〈農産品〉
㈱ファームネットジャパン 千葉県
骨付きポークグリル〈加工食品〉／骨付きモモハム〈加工食
品〉／ペッパーホワイトベーコン〈加工食品〉／あらびきウイン
ナー〈加工食品〉／とんとろハム〈加工食品〉
八千代銀行
県水通商㈱ 神奈川県
鮪切り落し〈加工食品〉／鮪たたき〈加工食品〉／味付数
の子〈加工食品〉／味付イクラ〈加工食品〉／おさかなス
テーキ(マグロ、サーモン、カジキ)〈加工食品〉

西多摩酒類販売㈱ 東京都
西多摩のクレオパトラ25°〈飲料〉／熟成しもん芋焼酎　西多摩　30°
〈飲料〉／西多摩のアレキサンダー25°〈飲料〉／本格米焼酎　西
多摩　25°〈飲料〉／東京西多摩のおいしい水で造った原酒〈飲料〉

㈱花園万頭 東京都
東京あんプリン〈加工食品〉／はろうきてぃ羊羹〈加工食品〉
神奈川銀行
グランパ 神奈川県
フリルレタス〈農産品〉／グリーンリーフ〈農産品〉／ホワイトセ
ロリ〈農産品〉／クレソン〈農産品〉／レタスミックス〈農産品〉
大光銀行
㈱加賀屋農園 新潟県
十全茄子浅漬〈加工食品〉／たまり漬大根〈加工食
品〉／酒粕漬〈加工食品〉

小原農事㈱ 新潟県
魚沼産コシヒカリ〈加工食品〉

ジョイントファーム㈱ 新潟県
黄金源泉米　白米-玄米〈加工食品〉／泉流米　白米-玄米
〈加工食品〉／源泉米　玄米粉「健美粉」〈加工食品〉

㈱信栄 埼玉県
干し椎茸「スライス」〈加工食品〉／干し椎茸「香信」〈加工食
品〉／干し椎茸「小玉どんこ」〈加工食品〉／干し椎茸「どんこ」
〈加工食品〉／干し椎茸「花どんこ」〈加工食品〉

天領盃酒造㈱ 新潟県
蔵元のあまざけ720ml〈飲料〉／蔵出し生貯蔵原酒720ml
〈飲料〉／越淡麗　純米大吟醸720ml〈飲料〉

㈱雪輝屋 新潟県
有機JAS認定魚沼産コシヒカリ　『雪輝』〈加工食品〉／魚沼産
川西魚沼コシヒカリ〈加工食品〉／有機JAS認定　発芽米〈加工
食品〉／祝餅〈加工食品〉／魚沼の水『高濃度酸素水』〈飲料〉
長野銀行
㈲芋川糀店 長野県
えのき氷味噌〈加工食品〉／えのき氷塩糀〈加工食品〉
／えのき氷カレー〈加工食品〉／エノキっ酢〈加工食品〉
／北信濃みそ10割糀〈加工食品〉

㈲エムプランティション 長野県
カットぶなしめじ〈農産品〉／カットえのき〈農産品〉／ブルーベリー
〈農産品〉／サンふじ〈農産品〉／しいたけ〈農産品〉

小松食品㈱ 長野県
信州産えのき使用なめ茸60%〈加工食品〉／八割そば300g
〈加工食品〉／茶そば200g〈加工食品〉／きのこ釜めしの素
400g〈加工食品〉／たけのこ釜めしの素400g〈加工食品〉

長野銘醸㈱ 長野県
純米吟醸姨捨正宗活性にごり生酒〈飲料〉／特別純米　棚
田　姨捨正宗〈飲料〉／純米辛口　姨捨正宗〈飲料〉／特別
純米　姨捨正宗〈飲料〉／酒蔵の仕込水　杏サイダー〈飲料〉

マルヰ醤油㈱ 長野県
信州産丸大豆生醤油〈加工食品〉／杉桶仕込丸大豆醤油
〈加工食品〉／しょうゆ豆黒豆造り〈加工食品〉／しょうゆ豆
甘塩造り〈加工食品〉／溜り漬けの素〈加工食品〉
富山第一銀行
㈲麺の清水屋 岐阜県
飛騨高山らーめん〈加工食品〉／飛騨塩麹らーめん〈加工食品〉
／飛騨ブラックらーめん〈加工食品〉／飛騨中華そば〈加工食品〉
名古屋銀行
㈱おとうふ工房いしかわ 愛知県
究極のきぬ〈加工食品〉／至高のもめん〈加工食品〉／きらず揚げ〈加
工食品〉／とうふドーナツ〈加工食品〉／濃厚豆乳プリン〈加工食品〉

音代漁業㈱ 静岡県
一本釣り鰹スキンレス(冷凍)〈水産品〉／一本釣り鰹タタキ
(冷凍)〈水産品〉／音代丸のツナ〈加工食品〉／音代丸の鰹
めし〈加工食品〉／音代丸のほぐし身〈加工食品〉

㈱金城軒 愛知県
ソフトさきいか〈加工食品〉／つぶ貝わさび〈加工食品〉／北海
道発　焼えいひれ〈加工食品〉／北海道発　焼するめさき〈加
工食品〉／北海道発　ちぎって食べる北海焼いか〈加工食品〉

小林クリエイト㈱ 愛知県
ツブリナ(アイスプラント)〈農産品〉／レタス〈農産品〉

サワイリ食品㈱ 静岡県
マグロスライス〈水産品〉／マグロハンバーグ〈加工食
品〉／まぐろ尾の身の竜田揚げ〈加工食品〉／マグロ紅
白漬け〈水産品〉／ネギトロ〈水産品〉

中部飼料㈱ 愛知県
いもぶた〈畜産品〉／ごまたまご〈畜産品〉／プレミアブリ〈水産品〉

㈱ハナノキ 愛知県
シート型　無洗米150g〈加工食品〉／無洗米　健美
玄米〈加工食品〉／無洗米　山形県産あきたこまち〈加
工食品〉／キューブ米3種セット〈加工食品〉
みなと銀行
日本製麻㈱ 東京都
スパゲトーニ　500g〈加工食品〉／赤スパゲッチ　1kg〈加工食
品〉／ピアセボレスパゲッティ　300g〈加工食品〉／とっておきの
ミートソース〈加工食品〉／とっておきのナポリタン〈加工食品〉

マエカワテイスト㈱ 兵庫県
有機天然だし　こいくち〈加工食品〉／有機ゆずぽん酢醤油〈加工
食品〉／無添加白だし　しあわせ〈加工食品〉／無添加濃厚だし　
六合わせ〈加工食品〉／いろりだし 枕崎産かつおKA〈加工食品〉

マルヨ食品㈱ 兵庫県
荒磯のり　180g〈加工食品〉／かにの身入かにみそ　60g〈加工
食品〉／ほたるいかの醤油漬け　160g〈加工食品〉／たんからの
り　110g〈加工食品〉／さくさく　ほんだわら　100g〈加工食品〉
トマト銀行
大森食品㈱ 岡山県
国産山くらげ「山くらげちゃん」〈加工食品〉／機能性野菜
「ちしゃとう」パウダー〈加工食品〉／ちしゃとう青汁〈飲料〉

瀬戸農産物加工企業組合 岡山県
岡山フルーツラスク〈加工食品〉／岡山フルーツゼリー〈加工食
品〉／桃太郎トマトドレッシング〈加工食品〉／二層ゼリー　ピー
チ　ピオーネ　トマト 画像はピオーネ〈加工食品〉／フルーツコン
ポート　ピオーネ　白桃　ミニトマト　画像は白桃〈加工食品〉

㈱ビナン 岡山県
あらげきくらげ〈農産品〉／白きくらげ〈農産品〉
徳島銀行
彩市場かがやき 徳島県
IRODORIバウム〈加工食品〉／あわ煎餅〈加工食品〉
／彩市場乾燥野菜〈加工食品〉

㈱昌栄 徳島県
マンマローザ5個入り〈加工食品〉／ポテレット5個入り〈加工食
品〉／ラスク・パリジャン[バニラ]　14枚入り〈加工食品〉／和三
盆生ロール〈加工食品〉／和三盆プリン　6個入り〈加工食品〉

㈲丸浅苑 徳島県
ちいたけ〈農産品〉／濃熟茸〈農産品〉／茸醤〈加工食
品〉／茸塩〈加工食品〉

㈱マルハ物産 徳島県
鳴門金時お芋スプレッド〈加工食品〉／蓮根黒胡麻餡スプレッド
〈加工食品〉／人参とすだちスプレッド〈加工食品〉／徳島野
菜カレー〈加工食品〉／国産水煮蓮根小袋120g〈加工食品〉
香川銀行
こんぴらや販売㈱ 香川県
塩なき子〈加工食品〉／逆打ち〈加工食品〉／代打ち麺
ロール〈加工食品〉／代打ち麺ロールミニ〈加工食品〉
／そばらしきうどん〈加工食品〉

松浦唐立軒 香川県
うどんスナック骨付き鳥風味〈加工食品〉／オリーブグミ
〈加工食品〉／馬路村のゆず飴〈加工食品〉
愛媛銀行
協和酒造㈱ 愛媛県
初雪盃オトナスイーツ凍結酒6種類〈その他〉／初雪盃
オトナフルーツリキュール6種類〈飲料〉

㈱みかん職人武田屋 愛媛県
河内晩柑〈農産品〉／柑橘ソルベ80ml各種(河内晩柑・伊予
柑・しらぬい)紙蓋〈加工食品〉／カット柑橘　河内晩柑　3S
～2Sサイズ　1/4カット〈加工食品〉／柑橘ソルベ1000ml各
種(河内晩柑・伊予柑・しらぬい)プラタッパー〈加工食品〉／無
添加・無加糖・果汁100%ジュース(河内晩柑・しらぬい)〈飲料〉
高知銀行
㈱四万十ドラマ 高知県
しまんと緑茶〈飲料〉／ジンジャーシロップ〈加工食品〉

㈱末広 高知県
はいからケーキ　はちみつ〈加工食品〉／はいからケー
キ　柚子〈加工食品〉

㈱タナカショク 高知県
百一珍〈加工食品〉／唐人豆腐〈加工食品〉

㈱土佐清水元気プロジェクト 高知県
宗田節だしパック〈加工食品〉／宗田節だし茶漬け〈加工食
品〉／宗田だし小夏ノンオイルドレッシング〈加工食品〉／宗田だ
しにんじんドレッシング〈加工食品〉／宗田だしみそ〈加工食品〉

土佐食㈱ 高知県
土佐一本釣り　姫かつおスティック〈加工食品〉
福岡中央銀行
㈱キヨトク 福岡県
ソースコ〈加工食品〉
豊和銀行
㈱カスガ水産 大分県
ねぎとろ〈加工食品〉／ひゅうが丼〈加工食品〉／まぐろコロッケ〈加工
食品〉／まぐろからあげ〈加工食品〉／まぐろこわたチムチ〈加工食品〉

スターフーズ㈱ 大分県
ゆずぱん〈加工食品〉／クロワッサン〈加工食品〉／バ
ターロール〈加工食品〉／ミニ食パン〈加工食品〉
宮崎太陽銀行
㈱タカスイ 宮崎県
カンパチフィレ〈水産品〉／鮮魚アジ・サバ〈水産品〉／ブリフィレ
〈水産品〉／あら煮(冷凍)〈加工食品〉／ムロフライ〈加工食品〉
沖縄海邦銀行
瑞泉酒造㈱ 沖縄県
瑞泉　青龍〈飲料〉／瑞泉　沖縄黒糖入梅酒〈飲料〉
／瑞泉　紅茶リキュール「宵の紅茶」〈飲料〉／御酒
〈飲料〉／瑞泉紙パック１升〈飲料〉
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本当に地方の魅力ある商材を熱心に求めているバイヤーさんが
多かった。 〈山形県〉

個別商談が非常に良く、バイヤーの関心度の高さを伺えた。
 〈岩手県〉

幅広い業種の方々が来場され、また普段お会い出来ない地方の
企業の方とも商談が出来た。 〈岩手県〉

普段面識の無いバイヤー様との商談が出来て非常に満足してい
ます。 〈群馬県〉

通常ではなかなか商談の機会が少ないバイヤーの方々と話しを
することが出来た。 〈千葉県〉

多数のお客様と接触の機会を作ることが出来ました。 〈愛知県〉

多くのお声がけをいただきフリー商談につながった。 〈愛媛県〉

新しいお客様と出会う機会となり今後に活かして行きたいと思う。 
 〈高知県〉

直接商談に結びつくような話しが多かった。 〈宮崎県〉

参加社アンケート

参加社の声

回収数：107社

「食の魅力」発見プロジェクト2013に
ご参加されていかがでしたか？

参加社の31.4％が「非常に満足」、57.1％が「満足」とご回答をいただきました。
「非常に満足」が前回より約7パーセントも増えました。参加社・来場者のご
意見を2014年度の企画に活かします。

来場バイヤーの『質』について
どのように評価されますか

73％を越える参加社よりバイヤーの「質」が高いとの評価をいただきました。

貴社ブースでのPR活動について

商談会後に継続している商談数につい
ては全体の72.2％の5件以上との回答
をいただきました。個別商談により内容
の濃い商談が出来たとの声も多くいた
だきました。

個別商談は有効でしたか？

「個別商談」は食の魅力発見プロジェクトの特長ですが、
今年は参加社の71.4％が「はい」と評価をいただきまし
た。

非常に満足
31.4%

満足
57.1%

不満
1.0%

普通
10.5% 非常に高い

23.8%

高い
49.5%

普通
24.8%

その他
1.9%

10～14件
18.6%

15件以上
11.3%

継続商談

0～4件
27.8%

5～9件
42.3%

わからない
19.0%

はい
71.4%

いいえ
9.5%

質問1 質問2

質問3 質問4

10～14件
20.2%

15件以上
16.3%

商談件数

0～4件
25.0%

5～9件
38.5%

75％の方が当日5件以上の商談をされ
ました。最高では1日で「60件」された
参加社もいらっしゃいました。



主な来場バイヤー一覧 （一部抜粋）
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★は個別商談にご参加いただいたバイヤーです。

【スーパー】

イオントップバリュ㈱

★ ㈱石原スーパーマーケット エコ・ピア

★ ㈱イトーヨーカ堂

㈱紀ノ國屋

★ ㈱京北スーパー

㈱京王ストア

★ ㈱サカガミ

サミット㈱

㈱シジシージャパン

★ ㈲シティスーパージャパン

㈱成城石井

★ ㈱大寿

㈱東急ストア

ファームドゥ㈱

★ ㈱まつの

★ ㈲なりざわ

【デパート・百貨店】

㈱小田急百貨店　新宿店

京王電鉄㈱

㈱京王百貨店

★ ㈱三陽百貨店

★ ㈱大丸松坂屋百貨店

★ ㈱高島屋/法人事業部

★ ㈱東急百貨店

★ ㈱東武百貨店

東日本旅客鉄道㈱

★ ㈱三越伊勢丹

㈱八木橋

㈱和光

【ホテル】

アパグループ

HRTニューオータニ㈱

金谷ホテル観光㈱

川崎日航ホテル

キスコフーズ㈱

㈱グランビスタホテル&リゾート

㈱京王プラザホテル

㈱ニュー･オータニ

㈱パークサイド

箱根パークス吉野

藤田観光㈱

㈱プリンスホテル

ホテルモントレ㈱

【CVS】

㈱サークルKサンクス

★ ㈱スリーエフ

㈱ファミリーマート

㈱ローソン

【外食】

★ ㈱オーイズミフーズ

㈱Olympic

カフェ･カンパニー㈱

㈱木曽路

銀座アスター食品㈱

仕出し懐石料理玉乃家

★ ㈱ダイナック

㈱だん家

★ ㈲肉や大善

㈱鮒忠

㈱良品計画

★ ㈱ル・バンブー

【商社・卸】

★ エイチ・アイ・フーズ㈱

㈱ANAケータリングサービス

㈱イズミック　東京本社中央支店

伊藤忠商事㈱

★ 伊藤忠食品㈱

伊藤忠食糧㈱

★ エービス･グループ㈱

★ ㈱オージーフーズ

小田急商事㈱

★ ㈱グローバルフーズ

K&K国分フードクリエイト東京㈱

★ 国分㈱

★ ㈱五味商店

三菱食品㈱　関東支社

JR東日本東北総合サービス㈱

㈱ジェイアール東日本企画

★ ㈱ＪＥＭ

㈱ショーライ

★ ㈱G7食品システム

★ ㈱大進食品

★ ㈱髙山

㈱田中德兵衞商店

★ ㈲北條

★ 富洋物産㈱

㈱西原商会

★ ㈱ナックスナカムラ

★ ㈱日本アクセス

★ 日本酒類販売㈱

日本食研ホールディングス㈱

㈱ニューポート

㈱ネクスコ東日本リテイル

㈱ネクスコ東日本ロジテム

ネクセリア東日本㈱　関東西支店

㈱ポン･デュ･ガール

三井食品㈱

★ 三菱食品㈱

★ ㈱悠雅堂

★ 豊商事㈱

【食品加工】

★ 三英食品販売㈱

㈱たらみ

㈱マルハニチ口畜産

【食品関連・小売】

オイシックス㈱

㈱ヤマイチ

【食品製造】

井村屋㈱

エバラ食品工業㈱

カルビー㈱

㈱デザートランド

㈱中村屋

㈱にんべん

【食品宅配】

生活協同組合パルシステム千葉

パルシステム生活協同組合連合会

㈱郵便局物販サービス　本社

★ ㈱ヨシケイ東京

【通販】

★ ㈱ぐるなび

㈱JR東日本リテールネット

★ ㈱JALUX

セコム㈱

★ ㈱全通

★ 全日空商事㈱

★ ㈱高島屋/クロスメディア事業部

★ ㈱ディノス・セシール

㈱ドゥマン

★ 東都生活協同組合

㈱フーディーネット

★ ㈱三越伊勢丹通信販売

㈱ライトアップショッピングクラブ

★ ㈱リクルートライフスタイル

【その他】

㈱テレビ東京

㈱東京ドーム

㈱とちぎテレビ

★ ㈲ブレインジョブ

※本リストの区分は原則として来場者の自己申請に
基づくものであり、運営事務局が分類したものでは
ありません。



バイヤーアンケート
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「食の魅力」発見プロジェクトへの
ご来場は何回目でしたか？

規模の拡大により、バイヤーへの認知度が高まり、はじめての来場者の割合が
増加しました。

次回も「食の魅力」発見プロジェクトに
参加しようと思いますか？

80%の来場者が次回も参加したいと回答をいただきました。来年以降も期待
に応えることができるように努力してまいります。

はじめて
59.0%

2回目
28.0%

3回目
13.0%

まだ
わからない
20.0%

はい
80.0%

質問1

気になった商品や参加企業はありましたか?

69%の来場者が気になった商品や参加企業があったとのことで、「地方の食
品」が注目されていることを再認識しました。

まだ
わからない
28.0%

はい
69.0%いいえ

3.0%

質問3 質問4

【食品商社・食品卸売】
● 地域独特の希少性のある商品があったので非常に良かったです。

【外食】
● 今回も商品化出来そうな素材があり、今後商談を継続します。

【食品商社・食品卸売】
● 新しい商材の発掘が出来た。

【デパート】
● 地方の名店が多い

【食品関連の専門店】
● こだわった商品が多かった。

バイヤーの声

ご来場されていかがでしたか？

69%の来場者に満足いただくことができました。個々の商談にじっくり時間がか
けられる商談会であるということが大きな要因と考えられます。

質問2

普通
28.0%

その他
1.0%

非常に満足
10.0%

満足
59.0%

商談の際に着目するポイントはどこですか?質問5

● 作り手が見え、そしてこだわりのある商品（スーパー）
● その地方独特の地域商材であること（食品商社・食品卸売）
● 他社と違うこだわりと想いのある商品（食品商社・食品卸売）
● メーカーと生産者の方々の熱意（外食）
● 安心、安全、美しさ（スーパー）
● 特徴のある商品かどうか（食品商社・食品卸売）

● 商品の背景、ストーリー性（百貨店）
● 商品の良さ、特徴を明確に説明できているか（百貨店）
● 目新しさと希少性（通販）
● 地元の素晴らしい素材とその素材の良さを最大限に引き出し
ている商品かどうか（生協）



115社・500品目以上の出展 （農産品・畜産品・水産品・加工食品・飲料等の取引企業）参加企業

『食の魅力』発見プロジェクト実行委員会
きらやか銀行（山形県）　北日本銀行（岩手県）　仙台銀行（宮城県）　福島銀行（福島県）　
大東銀行（福島県）　東和銀行（群馬県）　栃木銀行（栃木県）　京葉銀行（千葉県）　
八千代銀行（東京都）　神奈川銀行（神奈川県）　大光銀行（新潟県）　長野銀行（長野県）　
富山第一銀行（富山県）　名古屋銀行（愛知県）　みなと銀行（兵庫県）　トマト銀行（岡山県）
徳島銀行（徳島県）　香川銀行（香川県）　愛媛銀行（愛媛県）　高知銀行（高知県）　
福岡中央銀行（福岡県）　豊和銀行（大分県）　宮崎太陽銀行（宮崎県）　
沖縄海邦銀行（沖縄県）　リッキービジネスソリューション株式会社

主　催

後　援 第二地方銀行協会、金融庁、経済産業省、農林水産省、日本政策金融公庫、
岩手県、福島県、群馬県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県、愛知県、兵庫県、
岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県
地方独立行政法人岩手県工業技術センター、財団法人いわて産業振興センター、
栃木県信用保証協会

日本食糧新聞社特別協力

7月8日（月）に出展社向けプログラムとして同会場で下記を実施しました。
■ 食品マーケティングセミナー 15:00～17:00　参加者102名
■ マーケティング意見交流会 17:00～18:00　参加者  94名

平成25年7月9日（火）　
マッチング商談会　11:00～16:00

開催日時

開催概要 839名（前回737名）来場者数

5

TRC東京流通センター  第一展示場C・Dホール会　場

フリー商談会

地方発『食の魅力』発見プロジェクト2013　開会式

マーケティング意見交流会の様子

食品マーケティングセミナーの様子

会場の様子

個別商談会の様子

開会式でご挨拶される
栃木銀行菊池頭取

開会式でご挨拶される
金融庁小野参事官

リッキービジネスソリューション㈱
代表取締役　澁谷 耕一
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル10F  
TEL.03-3282-7712　FAX.03-3282-7714

運営事務局

フリーバイヤー741名　
個別商談バイヤー98名

115社の出展社と98名の食品バイヤーとの個別商談（全485商談）を実施開催形式 予約制個別商談会

2013


