第6回山陰しんきんビジネスフェア 個別バイヤーリスト
№

バイヤー名

1 ㈱天満屋

業種
百貨店

住所
岡山市北区表町2-1-1

企業概要
主な取扱商品
探している食材
中国地方にある7店舗を中心に
食品（ギフト）カタログ、ウェブ上にて販 素材や商品作り等に「こだわり」のある
WEBヤカタログ・外商員を通じて、 売
品質の高い商品
商品の拡販に努めています。
幣社は家庭用・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
食品全般
す。広島を中心として岡山・三原・
福岡・大分に営業拠点があり、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。

2 中村角㈱

卸売業

広島市西区草津港1丁目3-3

3 ㈱丸合

スーパー

米子市東福原二丁目19番48号

4 藤徳物産㈱

卸売業

創業明治13年4月。資本金3億1千 一般食品・酒類・農水産物加工品・冷
970万円。平成29年3月期売上高 凍食品・チルド食品・ペットフード等
559億円。（平成29年3月期） 従業
岡山県倉敷市西中新田525-6
員数532名。（平成29年3月31日現
在） 取引銀行 中国銀行、みず
ほ銀行

5 ㈱G7ジャパンフードサービス

卸売業

大阪府茨木市中穂積1丁目1番 加工食品の卸売販売
59号 茨城中穂積ビル501号

6 ㈱阪急阪神百貨店

百貨店

大阪市北区梅田1-13-13
阪神梅田本店

7 ㈱三越伊勢丹

食肉関係
岡山・福山・香川方面のSMで販売でき
る魅力ある商品。

調味料、日配品、菓子、パン、冷凍食 菓子、パン
品、生鮮・業務用は不可

地域社会になくてはならない存在
であり続けることを、企業の基本 生鮮品、生鮮加工品、他加工品
理念としております

同左

・パンや惣菜のメニューに活かせるよう
な素材や加工品
・美と健康の切り口で提案できる素材・
商品
・EC販売や通信販売が出来る商品（パ
ン・惣菜アイテム中心）

東京都新宿区新宿3-14-1

百貨店

8 西日本高速道路ロジスティックス 広島営業所 卸売業

広島市中区中町8-12
広島グリーンビル 5階

幣社は、ネクスコ西日本のグルー
プ会社で、主に高速道路のサービ
スエリア・パーキングエリアへ食
品・雑貨を中心としたお土産品を
卸している会社です。地域色豊か
で、サービスエリア等へ展開可能
な商品のご提案をお願いいたしま
す。

9 ㈱ヤマトー

スーパー

奈良県で2店舗スーパーマーケット 生鮮品から加工品まで食品全般的に 関西にはなかなか入ってこない美味しく
奈良県橿原市八木町1丁目8-15
を展開しています。
扱っています。
こだわっている商品。

百貨店

大阪府大阪市北区角田町8-7 百貨店業

10 ㈱阪急阪神百貨店（阪急）

百貨店

食品・生鮮

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商品、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。※現状の納入先（道の駅や量
販店・卸店など）の情報や、物流（輸送
便・直送など）について情報提供願いま
す。

和菓子・銘店の商品、催事出展可能な
お取引先

11 ㈱大近

小売・スーパー 広島市中区基町6-27
マーケット
そごう広島店本館地下1階

12 JAしまね ラピタ

出雲市今市町87

小売・スーパーマーケット

グロッサリー、日配、肉加工品他

グロッサリー、日配他
皆様の自慢の食材をご紹介下さい。

島根県出雲市に8店舗を有するJA
を母体とした企業です。「安心、安
全、新鮮」をモットーに、地産地消
や農家直売コーナーなど地域に根
ざした企業を目指しております。
高速道路において中国自動車道
真庭PA上下、上月PA上下、山陽
自動車道吉備SA（下り線）、瀬戸
PA(下り線）内スナックコーナー、
岡山県テクノサポート内花水木、
津山駅前「にぎわい交流館」、西大
寺グランドホテル内和食レストラン
「風のレストラン」の営業、自社ブレ
ンド「ハレバレの」商品開発・販売
を展開している。

13 岡山ルートサービス㈱

岡山市北区津高651-2

14 ㈱地域商社とっとり

2017年10月に官民が連携して設
立された地域商社です。
鳥取県内の農水産物及び加工食
鳥取県鳥取市二階町3丁目204 品等を県外へ販売するお手伝いを
アイシン二階町ビル5階
しています。
また、生産者様や事業者様の商
品開発もお手伝いしています。

15 ㈱一畑百貨店

百貨店

松江市朝日町661

小売業・百貨店

16 ㈱山陰中央新報社

新聞社

松江市殿町383

17 ㈱サンアイ
18 ㈱ポプラ

小売
コンビニ業

米子市福市1714-1
広島市港区宇品西

19 ㈱いかりスーパーマーケット

「いかり」はお客様に豊かな食生
活をお楽しみいただくために、味の
追求を続け、スーパーマーケットで
はほとんど例の無い自社工場で作
るいかりだけのオリジナルの製造
商品の開発に日々力を注いでい
兵庫県尼崎市塚口町15番地の ます。社員の総力を結集して「どこ
ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
よりも価値のある商品」「どこよりも
8 塚口支店3Ｆ事務所内
安全な商品」「どこよりも心地よい
雰囲気作り」「どこよりも行き届い
たサービス」を実行しながら、消費
者のつねに半歩先を行く「時代に
強い」店作りをしていきたいと考え
ています。

県外に販路を探しておられる地域の商
材全般

衣料品、食料品

島根県産品、ギフト商品、お土産品

全国の新聞社と連携した通販サイト
「47club]の島根エリア担当

小売

一般食品、酒，日用消耗品等

ー
地産商品
①グロサリー（調味料・乾物・菓子）
※生菓子・ケーキ類は除きます。
②日配商品（乳製品、農海産物、佃煮）
※漬物・豆腐は除きます。

20 フジキコーポレーション㈱

ギフト専門店 松江市東出雲町意宇南2-1-1 ギフト専門店

21 ㈱新日本海新聞社

新聞社

22 ㈱油屋 スーパー ダップス

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 浜田市田町1449-1

23 ㈱仁科百貨店

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 岡山県倉敷市連島町連島1990

24 ㈱エブリイ

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

ドライグロサリー（1）

27 ㈱みしまや②

ドライグロサリー（2）

28 ㈱みしまや③

水産

29 ㈱みしまや④

農産（1）

30 ㈱みしまや⑤

農産（2）

31 ㈱みしまや⑥

日配（1）

32 ㈱みしまや⑦

日配（2）

小売業

鳥取県産食材を使用または鳥取県で製
造された商品

日本海新聞をはじめ全国の地方
紙が運営するお取り寄せサイト
「47CLUB」の参加者を募集。地方
に眠る逸品を新聞社目線で推薦、
ECだけでなく法人間取引やカタロ
グ、催事、新聞広告など多彩な販
路拡大を支援します。
食品スーパー15年目。この度9号 生鮮食品、一般食品
線沿いに新店舗移転オープン。

生鮮及び日配品

広島県福山市南蔵王町1丁目6 直営43店舗、業務スーパーFC17
番11号
店舗
東京都中央区銀座2-2-6 第
2DKビル3F

25 ㈱サザビーリーグAKOMEYA事業部
26 ㈱みしまや①

鳥取市富安2丁目137

ギフト品

日本国内にAKOMEYA TOKYOと
いう店舗を5店舗展開
松江市、雲南市、大田市に展開す
る食品スーパーです。私たちはお
客様の心豊かな生活をお手伝い
することを目指し、地産地消商品
の拡充、食育活動の取組み、情報
発信におけるバリアフリー化等を
すすめております。

松江市雑賀町99

加工食品、米、お茶
菓子、酒類
水産
日用品、食品、生鮮食品

果物
野菜

33 ㈱ユニサン

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 米子市安倍町103-1

34 ㈱スパーク

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 広島市西区商工センター2-17-37

35 ㈱TOMOTO （トモト）

卸業・小売業

大阪市北区東天満1-11-15
若杉グランドビル別館10F

食品

卸業・小売業

食品全般（野菜・加工品・菓子・冷蔵
品・冷凍品）

左記に同じ（OMEメーカー）

