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ポストコロナに向けて、更なる前進へ。

今年も第17回の地方銀行フードセレクションをリアル形式で

無事開催することができました。

全国から645社の事業者が東京ビッグサイトに集まり、会場内は昨年以上に熱気に溢れ、

事業者と食品バイヤーともに、満足度の高い、盛大な商談会となりました。

食品バイヤーからは「コロナ前に比べて事業者の質が高い」、「創意工夫を凝らした

商品が増えている」といった声が増えており、事業者のレベルはコロナ禍で確実に高まっています。

一方、これから東京進出を狙うという初出展の事業者も多く、地域には我々の知らない食材や食品が

まだたくさん存在することを改めて感じ、今後も地方銀行フードセレクションの果たすべき役割は

大きいと思いました。

そして、法被を着て、事業者の商品やパンフレットを手に声掛けをする主催銀行のスタッフの姿も

確実に増え、会場内の雰囲気はコロナ前の状態に戻りつつあると感じました。

今後も地⽅銀⾏フードセレクションを通じて、誇るべき全国各地の⾷⽂化、そして地域の事業者の

皆さまの益々の発展と地域活性化を私どもの使命として取り組んで参ります。

リッキービジネスソリューション株式会社　

         代表取締役
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地方銀行フードセレクション実行委員会　実行委員長



地⽅銀⾏フードセレクション2022

-２-

2022年１0⽉12⽇（⽔） 10:00〜17:00
2022年１0⽉13⽇（⽊） 10:00〜16:00

◎ 開催⽇時

◎ 会  場 東京ビッグサイト 東展⽰棟 東4・5ホール

◎ 個別商談会
  参加バイヤー 71社 ・ 84名

◎ 個別商談会
◎ 商談件数

◎ 主催・企画運営事務局

344商談

◎ 主  催 地⽅銀⾏フードセレクション実⾏委員会（地⽅銀⾏49⾏）

株式会社Japan Finder 

⾦融庁

645社 558⼩間

◎ 協  賛

◎ 後  援

◎ 出 展 社

◎ 来場者数

リッキービジネスソリューション株式会社 元⾦融庁 ⻑官
ソニーグループ株式会社 シニアアドバイザー
遠藤 俊英 様

地⽅銀⾏フードセレクション実⾏委員会 実⾏委員⻑
リッキービジネスソリューション㈱ 代表取締役 澁⾕ 耕⼀

2022年
主催銀⾏⼀覧

実 施 報 告

2⽇間合計:5，152名
（1⽇⽬ 2，682名 2⽇⽬ 2,470名）



出展社 アンケート

出展されていかがでしたか？

0 10 20 30 40 50（％）

⼤変満⾜
28.2%

満⾜
50.7%

普通
18.2%

不満 2.9%

出展社の80.3%から
「⼤変満⾜」「満⾜」
との回答をいただきました。

バイヤーとの名刺交換枚数

継続して商談を進める件数

地⽅銀⾏フードセレクション2022

今年４⽉に新商品をつくり、商談会では
多くのバイヤーと商談ができました。
予想以上の反響だったので、有意義な
２⽇間となりました。
           （⾼知県／加⼯⾷品）

■ 出展社の声（抜粋）
普段、なかなか会えないバイヤーと直接
商談することができた。また⽇頃メールや
電話だけの担当者とも直接、挨拶できた。
         （⼭梨県／加⼯⾷品）

中堅企業など⾷に絞った展⽰会のため
確度の⾼いマッチングになりそうです。
担当銀⾏のお⼒添えが有難かった。
        （愛知県／加⼯⾷品）

久しぶりに対⾯で直接バイヤーと商談
するできた。また今のチャネル傾向を
知ることができてよかった。
        （三重県／加⼯⾷品）

来場者が取引につながる相⼿様の確率
が⾼く、対応しやすい数の来場者数で、
逃すことなく商談できた。
        （岡⼭県／加⼯⾷品）

昨年と⽐べ、多くのバイヤーが来場し、
活気を感じた。商品のトレンドや
他社製品を学ぶ良い機会でした。
                          （宮城県／加⼯⾷品）

全国に向けて販路拡⼤を希望していく
うえで、フードセレクションで取引成⽴
した新規企業が毎年増えていて、期待
以上の成果を残せました。
         （佐賀県／畜産品)

初出展ということで不安もありましたが
担当銀⾏や商⼯会のサポートもあり、
多くのバイヤーと名刺交換ができた。
改善点も⾒つかり、勉強になりました。
       （⿅児島県／加⼯⾷品）

当⽇成約数                    
継続商談数
出展社満⾜度    
バイヤー満⾜度   

354件
   7,377商談

80.3%
84.5%
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1〜50枚 42.8%
51〜100枚 41.5%

101〜150枚 8.1%

151〜200枚 4.7%

201枚以上 3.0%

０~20件
75.1%

21~40件
14.6%

41~50件 5.4%
51件以上 4.9%

今後お付き合いしたいと思える⽣産者
様や販売に繋がりそうなお話もたくさん
あり、⼿ごたえがありました。
                      （神奈川県／加⼯⾷品）



バイヤー アンケート

今回、各⾷品メーカーと地⽅銀⾏の連携が素晴らしく、
地元での特産物を銀⾏担当者が全⼒で応援されている
姿勢が印象的でした。このような協⼒体制での相乗効果
も感じられ、まだまだ⾊々な魅⼒や可能性があると
再認識することができた。
                   （百貨店・EC）

■ バイヤーの声（抜粋）

余裕を持った会場スペースの設営で、ストレスを感じる
ことなくブースを回ることができ⾮常に良かった。
出展社ブースでゆっくりと商談でき、収穫の多い商談会
でした。
                   （通販・カタログ）

地⽅銀⾏フードセレクション2022

⼤変満⾜
23.5%

満⾜
61.0%

普通
14.7% バイヤーの84.5%から

「⼤変満⾜」「満⾜」との
回答をいただきました。

1〜2件
35.5%

影響⼒がある
35.2%

持っている
54.0%

持っていない
10.9%

バイヤーの89.2%が
商品の決裁に
関与しています。

規模の⼤きさ、出展社のバリエーションがあり、
さまざまな企業・商材と出会うことができた。
                       （商社・卸売）
他の⾷品関連の展⽰会で出展していない企業が多く、
⽬新しい商品に数多く出会えたため、⼤変有意義な
時間だった。 
                    （通販・EC）
リアルでの商談会の良さは、実際の商品を⾒ながら
作り⼿と商談できること。全国の地⽅銀⾏のサポートも
あり、⾒ごたえのある展⽰会でした。
                    （スーパー）

バイヤーの99.4%から
「次回も来場したい」との
回答をいただきました。

バ
「次
回99.4％

来場したい

■バイヤー業種

※このデータはアンケート回答者の属性ではなく、受付をした来場者の属性を集計したものです。

⾷品・酒類卸

⾷品宅配 0.２%
4.3％
2.8％

0.8％
0.7%
0.7％
1.1％
1.0％

外⾷
百貨店

ホテル・ブライダル
⽣協
上質スーパー
惣菜・弁当・中⾷
CVS
給⾷ 0.9％

22.2%
⾷品を扱う通販
⾷品加⼯・⾷品製造 17.0％

その他⼩売
スーパー 4.4%

12.6％

21.6%

11.1％
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その他

2.2％ ドラッグストア 0.４％

3〜5件
 40.5%

6件以上
13.8%

0件 10.3%

来場されていかがでしたか？ 今後取引に発展しそうな商談件数（⼀⼈あたり）

次回も来場したいですか？ 商品の決裁権限をもっていますか？



個別商談会【出展社×バイヤー】
成果につながる商談の場として、優良バイヤーとの「事前予約制個別商談会」を実施しました。

【参加バイヤー数】
71社 84名

三越伊勢丹、⼤丸松坂屋、東武百貨店、⼩⽥急SCディベロップメント、福⽥屋百貨店、丸井、パレスホテル、

ザ キャピトルホテル東急、エムアイフードスタイル、三浦屋、東急ストア、⽇本百貨店、国分グループ本社、

国分⾸都圏、⽇本アクセス、G7ジャパンフードサービス、⼭星屋、JR東⽇本商事、カタログハウス、リンベル、

フェリシモ、JALUX、キリンシティ、ロイヤル その他 多数参加
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【主な参加バイヤー】

商談数
３４４商談

●事前に条件を確認の上マッチングしていただいたので、有意義な商談でした。 （商社・卸）
●成約に繋がるような具体的な商談ができ、⼤変満⾜しています。来年も参加したいです。 （ホテル）
●個別商談会はじっくりと商談ができるので、作り⼿のこだわりや想いをよく理解でき、
 魅⼒的な商品を扱うための詳細な条件を確認できる機会となりました。 （通販・カタログ）
●地域の特⾊もあり、他商品と差別化できる商品⼒のある事業者様と商談できました。（専⾨⼩売店）

− 個別商談会に参加されたバイヤーの声 − 

出展社同⼠のマッチング【出展社×出展社】
全国から645社の⾷品事業者が集まるこの機会に、出展社同⼠でも商談・交流を図り、
新たなビジネスチャンスを⽣み出す機会を提供しました。

●新しい⾷材を使⽤した商品開発のキッカケづくりになった。
       （福島県／菓⼦製造）

●商品に対するニーズがお互いに⼀致したので継続商談していきたい。
       （岐⾩県／加⼯⾷品）

●お互いの特性を⽣かした商品化ができれば⾯⽩いと思う。
       （⾼知県／加⼯⾷品）

− 参加者の声 − 



商談会終了後、出展社の⽅々に余った⾷品・⾷材(サンプル品等)を
「セカンドハーベスト・ジャパン」へ寄贈いただきました。
多くの出展社にご協⼒いただき、⼤変多くの⾷品が集まりました。

寄贈いただいた⾷品は「セカンドハーベスト・ジャパン」を通じて
福祉施設や⽣活困窮家庭等に届けていただきました。

※セカンドハーベスト・ジャパンとは・・・
2000年に⽇本初のフードバンクとして活動を開始。⾷品製造メーカーや農家等から、まだ充分に⾷べられるのにも関わらず
様々な理由で廃棄されてしまう⾷品を引き取り、児童養護施設等の福祉施設や⽣活困窮家庭等へ⾷品の提供を⾏っています。
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商品展⽰コーナーでは、近年注⽬されている【輸出】 【SDGｓ】 【簡便調理】の3つのテーマで展⽰企画を実施しました。
多くの来場者が商品展⽰コーナーに⽴ち寄り、気になる商品の出展ブースへ⾜を運んでいました。

商品展⽰コーナー

来場者プレゼント抽選コーナー

社会貢献活動としての取り組み

輸出：56社 SDGｓ：52社 簡便調理：20社

会場内に、来場バイヤーを対象とした
「その場で当たるプレゼント抽選会」を実施しました。
100名分のプレゼントを⽤意し、
来場者の多くが抽選コーナーを訪れました。



ハッピーフーズ㈱

㈱ほんま

㈱わらく堂

㈲伊藤漬物本舗

㈲鼎家

佐藤食品㈱

詩の国秋田㈱

餃子の店おけ以

㈱東根農産センター

寒河江市商工会(㈱カイセイ)

寒河江市商工会(㈱住吉屋食品)

寒河江市商工会(丸原鯉屋)

寒河江市商工会(丸菱食品㈱)

寒河江市商工会(㈱丸松青果)

酒田米菓㈱

㈱シンセイ食品

㈱タスクフーズ

㈲宮内ハム

㈱米沢牛黄木

岩泉ホールディングス㈱

㈱花月堂

かねご製餡㈱

㈱北舘製麺

佐々長醸造㈱

㈱松栄堂

㈱大地フーズ

㈱遠野ふるさと商社

Tregion㈱

㈱福島商店

岩手阿部製粉㈱

㈱おおのミルク工房

石鉱山㈱

㈱グリーンライト

元正榮北日本水産㈱

㈱三笑

D-Design Farm

㈱中原商店

P&Cリンク㈱

ひころいちファーム

㈱会津物産

会津美里町商工会(㈱会津美里振興公社)

きのこ総合センター㈱

西郷村商工会(㈱ステラフーズ)

西郷村商工会(西郷ゆば工房)

西郷村商工会(明陽食品工業㈲)

西野屋食品㈱

農事組合法人 ひかり

野田鉄工㈲

㈲原電子工業

福島県食品生産協同組合

㈱フルーツのいとう園

㈱向山製作所

㈲山口こうじ店

㈱金井農園

㈲グルメフレッシュ・フーズ

㈲煎屋

高崎市内産農産物広報活動実行委員会(㈲高崎クエイル）

高崎市内産農産物広報活動実行委員会(㈲永井食品工業）

滝野川自動車㈱

㈱旅がらす本舗清月堂

月夜野クラフトビール㈱

ニチエイ・ハム㈱

㈱花山うどん

マニハ食品㈱

㈲マルシゲ物産

㈱みまつ食品

茂木食品工業㈱

㈲池田屋商店

遠藤食品㈱

㈱オルビス

北海道銀行

秋田銀行

荘内銀行

山形銀行

岩手銀行

東北銀行

東邦銀行

群馬銀行

足利銀行

㈱金谷ホテルベーカリー

㈱関口

㈱日光食品

日光ゆば製造㈱

㈱日昇堂

ハガフーズ㈱

㈱ビーエイチ

㈱みつる植物研究所

㈱アイ・ビー・シー

アルファ電子㈱食品事業部

㈱磯山商事

㈱グリーンルーツ

シェトラトレーディング

㈱すが辰

㈱セイワ食品

仙波糖化工業㈱

㈱田島屋

農事組合法人奥久慈しゃも生産組合

㈱野口徳太郎商店

㈲水戸菜園

ミリオン㈱

㈱山口farm

アケボノ食品㈱

井上スパイス工業㈱

㈱エスケーフーズ

㈱芥子屋四郎

高橋ソース㈱

㈱Tokyo Tea Trading

㈱ナオイ

㈱藤沢商事

㈱エスエスフードインターナショナル

㈱グランプラス

㈱小林商事

㈲信和キンシ工場

㈱セガワ

㈱釣八

㈱テルヴィス

虎屋産業㈱

㈱エムイーシーフーズ

㈲鈴木安太郎商店銚子工場

㈱ナカダイ

㈱カリス成城

㈲昭和地所

㈱ディー・エム広告社

ディーツフードプランニング㈱

東郷記念館

㈱True World Japan

日中商会㈱

日本商店㈱

㈲風和商事

㈱ヤオキ

㈱ラッキー

ワールドファーム(人工光型植物工場)

岩井の胡麻油㈱

㈱エム・トゥ・エム

㈱樫木の樽

㈱風と光

神奈川県商工会連合会(自然薯家)

神奈川県商工会連合会(龍屋物産㈱)

神奈川県商工会連合会(日本のうまい)

神奈川県商工会連合会(㈲野澤作蔵商店)
神奈川県商工会連合会
(フルーツ酵素シロップ by cof works)
神奈川県商工会連合会(㈱ラテン大和)

三和フード㈱

大森産業㈱

㈱タヌマ

㈲ハム工房ジロー

㈱フリーデン

フロンティア・ライフサイエンス㈱

㈱ヤチヨ

ワタミ㈱

㈱セイヒョー

常陽銀行

武蔵野銀行

千葉銀行

千葉興業銀行

きらぼし銀行

横浜銀行

第四北越銀行

㈱野上米穀

希JAPAN㈱

Brillian

㈱港製菓

㈱峰村商店

㈱サン.フーズ

富士の国 甲州信玄の会(㈱旭食品)

富士の国 甲州信玄の会(㈲味研)

富士の国 甲州信玄の会(割烹立よし㈱)

富士の国 甲州信玄の会(長谷川醸造㈱)

富士の国 甲州信玄の会(㈱繭玉)

富士の国 甲州信玄の会(㈲六曜舎コーナーポケット)

㈱丸政

八雲製菓㈱

アルプス物産㈱

㈱エヌワイビー

㈱小川の庄

㈱柿の木冷温フーズ

㈱栗庵風味堂

㈱サンエー

㈱信栄食品

信州ハム㈱

㈱戸田屋

第一フーズ㈱

㈲つり甘なっと

㈱つるや製菓

㈱浜野水産

山元醸造㈱

イイタス㈱

加賀建設㈱

佃食品㈱

寺岡畜産㈱

㈱ホリ乳業

㈱マツオ

吉市醤油店

新珠製菓㈱

永平寺町商工会

おおい町商工会(こすえ旅館)

おおい町商工会(㈱名田庄商会)

小浜海産物㈱

㈱五月ヶ瀨

㈱千珠庵

㈱武生製麺

natural kitchen SAL

福井県 農林水産部流通販売課(㈱北前船のカワモト）

福井県 農林水産部流通販売課(㈱ごーる堂）

福井県 農林水産部流通販売課(㈲萬谷）

福井県 農林水産部流通販売課(㈱マイセンファインフード)

㈱プレジュール

㈱ペントフォーク

㈲米又

わかさ東商工会

㈱赤堀商店

㈲石松

㈱磯駒海苔

おいしい産業㈱

カメヤ食品㈱

㈲新日邦808FACTORY

㈱高柳製茶

㈱田丸屋本店

㈱東平商会

花の舞酒造㈱

㈱マルカイ

㈱丸晶

マルト工藤水産㈱

㈱マルフク

焼津商工会議所(㈱いまる井川商店)

焼津商工会議所(ちきり清水商店㈱)

焼津商工会議所(㈱丸又)

㈱ヤマイチ商店

㈱エス・アール・シー

㈱MID

山梨中央銀行

八十二銀行

北陸銀行

北國銀行

福井銀行

静岡銀行

清水銀行

㈱くるくる

㈱BETOHASU

㈱山本食品

㈱伊藤食品

㈱鵜舞屋

大垣商工会議所(武内㈾)

大垣商工会議所(㈲とり沢)

おきなや㈱

各務原市役所(㈲大堀研磨工業所 ひこうきやさい)

栄新薬㈱

シーシーエスコーヒー㈱

㈲大丸本舗

㈱トーノーデリカ

豊山町商工会(㈱秋田製麺所)

豊山町商工会(魚錠水産㈱)

豊山町商工会(㈱小塚屋)

豊山町商工会(㈱大永水産)

㈴中定商店(武豊町商工会)

㈱パネックス

ホンダロジコム㈱

マル伊商店㈱

南蔵商店㈱(武豊町商工会)

ムレスナティー アンノンティーハウス

明宝特産物加工㈱

㈱メルタン

㈲麺の清水屋

㈱ルミュージャパン

㈱鵜舞屋

㈱ACS

㈲老田屋

菊一あられ㈱

岐阜商工会議所(ジーエフシー㈱)

岐阜商工会議所(だるま堂製菓㈱)

岐阜商工会議所(㈱ヤマ食)

㈱ジャパンプランツ

㈱十六銀行(鮎料理専門店十六兆)

㈱十六銀行(㈱AQプランニング 低糖専門キッチン源喜)

㈱十六銀行(ＰＬＵＳ㈱)

㈱十六銀行(㈱三輪酒造)

㈱昭和ファーム

㈱タクセイ

ナカキ食品㈱

㈱ほった

美濃加茂商工会議所(しいたけ家 ありがとう。)

美濃加茂商工会議所(ヤマキ農園)

山栄食品工業㈱

ヤマシン醸造㈱

㈱agribito

朝明商工会(㈲荒木國一商店)

朝明商工会(㈾早川酒造部)

北村物産㈱

熊野商工会議所(糸川屋製菓㈱)

熊野商工会議所(㈲新兵衛屋)

㈱じゃばらいず北山

辻製油㈱

東員町商工会(ミナミ産業㈱)

日華フーズ㈱

㈱ボンタイム

松阪商工会議所(おう児牛肉店)

松阪商工会議所(㈲かいだ食品)

松阪商工会議所(㈲寿総合食品)

松阪商工会議所(中山酒造㈱)

松阪商工会議所(㈱ネーブル・ジャパン)

松阪商工会議所(はちみつ屋松治郎の舗)

松阪商工会議所(㈲牧野商店)

松阪商工会議所(㈲丸井食品三重工場)

みえ熊野古道商工会(㈱かきうち農園)

みえ熊野古道商工会(㈱河村こうじ屋)

みえ熊野古道商工会(㈱元気)

みえ熊野古道商工会(㈱ディーグリーン)

みえ熊野古道商工会(㈱濵甚水産部)

みえ熊野古道商工会(㈱丸寿海産)

㈲水谷水産

四日市商工会議所(㈱INS)

四日市商工会議所(手駒銘茶センター)

大垣共立銀行

十六銀行

三十三銀行

出展社リスト（銀⾏別・50⾳順）
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四日市商工会議所(日印食品開発㈲)

四日市商工会議所(マルヒ海草㈱)

㈱レック

㈲伊賀肉の駒井

㈱A－LINE

㈱A－ONE

大台町商工会(㈱宮川物産)

大台町商工会(㈲森と水を守る会)

尾鷲商工会議所(尾鷲金盛丸)

尾鷲商工会議所(三和水産㈱)

桑名商工会議所(花乃舎)

桑名商工会議所(㈱保田商店)

㈲瑞宝軒

中勢製氷冷蔵㈱

ファインフーズジャパン㈱

マツキクフーズ㈱

南伊勢町商工会(アッパッパ屋)

南伊勢町商工会(農事組合法人土実樹)

南伊勢町商工会(㈲山藤)

㈱喜場

㈱ワールドウイング

㈱滋賀フーズ

日本アドバンストアグリ㈱

Rusto㈱

㈱アイガー

㈱イズム

㈱いとふ

㈱菊岡夫婦社

京都府北部地域連携都市圏振興社(天の酒喰食房)

京都府北部地域連携都市圏振興社(㈱ローカルフラッグ)

京都山城地域振興社(お茶の京都ＤＭＯ)( 紅々葉)

京都山城地域振興社(お茶の京都ＤＭＯ)(㈲中井製茶場)

㈱ココウェル

㈱治元

㈱テイスティ

㈱はま一

㈱鮎家

昭和交易㈱

タイシコーポレーション㈱

㈱大志プラン

㈲プラム

㈲ボンパルク

正氣屋製菓㈱

㈱アスモトレーディング

㈲華緑園本舗

京寿楽庵㈱

㈱京都山城農食応援隊

㈱ジェイ・ファーム

シンコー食産㈱

住江織物㈱

㈱野村佃煮

㈱ファイブワン

㈱松尾

㈱三輪そうめん小西

㈱小南農園

㈱コムズライヴリ

㈱小森梅選堂

㈱コンフォート

㈱世界一統

そらみつ㈱

㈱大覚総本舗

㈱テラモト

㈱丸惣

㈱吉田

淡路市商工会(㈱池上農場)

淡路市商工会(㈱今井ファーム)

淡路市商工会(㈱淡味)

㈱ 庄

香美町商工会(但馬漁業協同組合)

香美町商工会(マルヤ水産㈱)

㈱伍魚福

百五銀行

滋賀銀行

京都銀行

関西みらい銀行

南都銀行

紀陽銀行

但馬銀行

豊岡市商工会(角谷製菓㈱)

豊岡市商工会(㈱Teams)

豊岡市商工会(雷鳳)

養父市商工会(大徳醤油㈱)

養父市商工会(㈱谷常製菓)
養父市商工会(日の出ホールディングス㈱
食品カンパニー但馬醸造所)
養父市商工会(やぶパートナーズ㈱)

梅津酒造㈲

カイズファーム（中央印刷㈱）

山陰水産六社会(㈱イトハラ水産)

山陰水産六社会(㈱上野水産)

山陰水産六社会(㈱海産物のきむらや)

山陰水産六社会(㈲小倉水産食品)

山陰水産六社会(㈱大新)

山陰水産六社会(㈱福栄)

㈱ゼンヤクノー

大山乳業農業協同組合

㈱大惣

㈱ダブルノット(㈲田中農場)

㈱ダブルノット(㈱緑工房)

㈲鳥取珈琲館

㈲本田商店

松井酒造㈴

石井食品㈱

㈲織田製菓

尾道海産㈱

㈱門永水産

㈱カネソ２２

カモ井食品工業㈱

キミセ醤油㈱

サヌキ食品㈱

三幸食品工業㈱

㈱自然共生

徳永製菓㈱

長岡商事㈱

まるか食品㈱

㈱山本屋

㈱ORIOLI

㈱キッチンヘルプ

大興産業㈱

㈱猫島商店

㈱前田屋

レモンケーキ専門店㈱島ごころ

㈱出雲ファーム

㈱たけした

寺岡有機醸造㈱

㈱トワメイト

板野町商工会(岡本製麺㈱)

㈱イルローザ

㈲うずしお食品／シーコックトモエ㈱

海陽町商工会(山上ファーム)

海陽町商工会(㈲山田宝来堂)

宝海草㈱

つるぎ町商工会(あづまや製菓㈲)

つるぎ町商工会(阿波半田手のべ㈱)

濱醤油醸造場㈱

松茂町商工会(Casa de Pastel)

松茂町商工会(㈱マルハ物産)

松茂町商工会(㈱吉田青果)

㈱丸本

三好市商工会(曲風園／曲製茶工場)

三好市商工会(中村農園)

ヤマク食品㈱

㈱エフディアイ

㈱共栄食糧

瀬戸内讃岐工房㈱

㈱藤井製麺

㈲フジカワ果樹園

㈱まんでがん

愛工房㈱

㈱あわしま堂

㈲宇和島屋

鳥取銀行

中国銀行

広島銀行

山口銀行

阿波銀行

百十四銀行

伊予銀行

㈱オカベ

㈲玉井民友商店

㈱別子飴本舗

㈱母恵夢本舗

㈱龍宮堂

㈱あいさと

いの町商工会(岡林食品㈲)

いの町商工会(刈谷農園)

いの町商工会(㈲高知アイス)

いの町商工会(利休)

海陽町商工会(海部川商店)

㈲キウイバードコーポレーション

㈱グラッツェミーレ

高知県食品産業協議会(cafe du glace)

高知県食品産業協議会(室戸海洋深層水㈱)

高知県土佐市商工会(㈲池田食品)

高知県土佐市商工会(㈱松尾)

高知県土佐市商工会(㈲森澤食品)

高知県土佐市商工会(㈲吉永鰹節店)

㈱富田屋

㈱浜幸

㈱リノ

㈲アサヒ・アグリ佐賀

いづみやコーヒーロースターズ㈱

井手食品㈲

㈱上場食肉

小城市商工会(かねすえ)

小城市商工会(㈲フジサン)

佐賀アームストロング醸造所

佐賀市南商工会(㈱イケマコ)

佐賀市南商工会(川原食品㈱)

佐賀市南商工会(㈲竹下商店)

佐賀市南商工会(㈱竹八)

佐賀市南商工会(福徳海苔㈱)

佐賀市南商工会(窓乃梅酒造㈱)

佐賀商工会議所(㈲サガ・ビネガー)

佐賀商工会議所(㈱Rose)

旬菜舎さと山

白石町商工会(黒木農園)

白石町商工会(㈲マルハ園芸)

㈱タケマン

㈱種商

㈱風美庵

宝山九州㈱

㈲丸洋商会

㈱萬坊

みやき町商工会(大富牧場)

みやき町商工会(㈱サガンベジ)

みやき町商工会(㈱一吉)

みやき町商工会(㈱みろくや秀麺工房)

㈱やす武

㈱井上酒造

大分中島 京屋本店

九州アルプス商工会(佐藤酒造㈱)

佐伯市あまべ商工会(㈱漁村女性グループめばる)

佐伯市あまべ商工会(浪井丸天水産)

佐伯市番匠商工会(㈲亀の甲)

佐伯市番匠商工会(由紀ノ屋㈱)

㈱NorthSouth

日田地区商工会(㈱インパクト)

日田地区商工会(森食品)

㈱丸松

由布市商工会(小野酒造㈱)

由布市商工会(黒嶽荘)

由布市商工会(国産天然炭酸水YOIYANA)

由布市商工会(㈱ユニキュー)

㈱LogStyle

㈱英楽

㈱N more

㈱オガワ食品

㈱九州テーブル

椎葉村商工会(㈱菓te-ri)

椎葉村商工会(㈲しいばむら)

椎葉村商工会(㈲鈴木組)

椎葉村商工会(よこい処しいばや)

四国銀行

佐賀銀行

大分銀行

宮崎銀行

㈱JK.MART

㈱SHINGAKI

㈲ドットイング

㈱永野

ネオフーズ竹森㈱

ばあちゃん本舗㈱

㈱ハニー

早川しょうゆみそ㈱

㈱日向屋

㈱富士食品

㈱みずなが水産

㈲宮崎エヌフーズ

ヤマエ食品工業㈱

伊佐市商工会(㈱シャッツフードカンパニー)

伊佐市商工会(猩々農園㈱)

伊佐市商工会(食べ遊びふる澤)

㈱お菓子の昭栄堂

沖縄工業商事㈱・㈱琉珉珉

沖縄フレッシュ㈱

鹿児島県商工会連合会(㈲カワノすり身店)

鹿児島県商工会連合会(㈲マルチョンラーメン)

㈲菓子処酒井屋

㈱さかうえ

坂元醸造㈱

㈱ジェイシーシー

つながる指宿協議会(㈱アグリスタイル)

つながる指宿協議会(㈲エール)

つながる指宿協議会(㈱オリッジ)

つながる指宿協議会(㈱ダイゼンファーム)

つながる指宿協議会(㈱中園久太郎商店)

つながる指宿協議会(㈲浜上水産)

南海食品㈱

日置市(エービーフーズシステム㈱)

日置市商工会(鹿児島オリーブ㈱)

日置市商工会(㈱春日園川路製茶)

㈱ヒガシマル

㈲比嘉酒造

屋久島町商工会(屋久島ヴィータキッチン)

屋久島町商工会(屋久島ふれあい食品㈱)

㈱山野井

和泊町商工会

㈱阿蘇自然の恵み総本舗

㈱阿部長商店
ありへいとう製造本舗 
㈲リキ・コーポレーション
㈱大濱屋農園

沖縄県黒砂糖協同組合

沖縄県黒砂糖協同組合

カコイ食品㈱

上天草市農林水産物ブランド推進協議会(㈱アマーサ)

上天草市農林水産物ブランド推進協議会(㈱天草天然塩本舗)

上天草市農林水産物ブランド推進協議会(上天草さんぱーる㈱)

上天草市農林水産物ブランド推進協議会(㈲林商店)

㈱喜代屋

國和産業㈱

熊本県物産振興協会(青紫蘇農場㈱)

熊本県物産振興協会(㈲コウヤマ)

熊本県物産振興協会(せんい生活㈱)

熊本県物産振興協会(千代の園酒造㈱)

熊本県物産振興協会(西日本食品工業㈱)

熊本県物産振興協会(㈱平家屋)

熊本県物産振興協会(㈱山下果樹園)

㈱須崎屋

㈱だい久製麺

チョーコー醤油㈱

㈱天然生活

㈱天洋丸

土肥製菓㈲

日本薬泉㈱

㈱ブレスト

㈱ミカド観光センターみかど本舗

ミルクデザイン㈱

鹿児島銀行

リッキービジネスソリューション



★は「個別商談会」にご参加いただいたバイヤーです。
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来場バイヤー⼀覧（⼀部抜粋・順不同）

モシリェフ）株（★）株（ズーフ・イア・チイエ丹勢伊越三）株（★
事商ーノイセ）株（★ンパャジーシジシ）株（店貨百屋坂松丸⼤）株（★

）株（ルベンリ★世久）株（店貨百屋⽥福）株（★
）株（術美代近★）株（elcriC elimS  店貨百武東）株（★

ズーフージーオ）株（★）株（ズーフANA 店⽥梅 店貨百屋坂松丸⼤）株（★
★ （株）丸井 善丸）株（）株（野久エマヤ

）合（ンパャジンゾマアスラーユ）株（店和浦 丹勢伊越三）株（★
たかたトッネパャジ）株（スクッナ）株（店貨百阪京）株（★

）株（商島店貨百神阪急阪）株（ （株）千趣会
便おつっご）株（）株（ロチニハルマ屋島髙）株（

トククレイダ京東ビレテ）株（）株（ドーフ本⽇東店貨百急⽥⼩）株（
）株（地⼤・ラ・スクッシイオ）株（業産尻沼店貨百急東）株（

）株（ババリア）株（業興丸⼤店貨百急京）株（
）株（琲珈東⽇）株（産物洋富店貨百王京）株（
）株（ィデャシ）株（ーシフエージ越三屋古名）株（

ブラクロリ）株（）株（産⽔⽥代千千丸
）株（本⽇東ルェウルテ会商王三）株（ルイタスドーフイアムエ）株（★

スビーサ販物局便郵）株（）株（ズーフウモチニ屋國ノ紀）株（★
ーシ・ービ・イア）株（)屋崎⻑(HIPP）株（★

 店貨百本⽇）株（★ーュリクョシ）株（屋浦三）株（★
ルーゼクンサ）株（★イレート）株（アトス急東）株（★

トンメプッロベィデCS急⽥⼩）株（★ュシッレフイレチニ）株（ミスカ）株（★
フールベ）株（★）株（ズーフ温低イケミズイ）株（★

（株）京北スーパー ★ （株）ハーモニック
ンラトスレ鉄名）株（★ャシシウド）株（★店商屋⽥⽊）株（

ルェシッィフ）株（★ドーレトータンイPAT）株（★堂カーヨートイ）株（
ズンハ急東）株（）株（ンパャジCFJ★ンデーガルェシ）株（

琲珈ルメャキ）株（）株（品⾷菱三）株（ルーモンオイ
）株（スグンィデルーホルーテスエ）株（品⾷井三）株（ルーテリンオイ

ーオ・イワ・ービ）株（）株（イメカ）株（達調品商ンオイ
snoitaerC LS）株（）株（易貿ルラトンセCK）株（東関ュリバスクッマ

トフロ）株（）株（ズーフANA屋治明）株（
オリンサ）株（ンパャジ・ーパース・ィテシ）株（井⽯城成）株（
店商澤富）株（）株（商通本⽇cipmylO）株（

OYKOT AYEMOKA）株（）株（ズーフcattemsiWンョシーレポーコフイラ）株（
）株（屋慶多）株（遠宏LAJ）株（事商急⽥⼩

）株（局薬アシルエウ）株（産物邦東やげない）株（
やりわだこ）株（）株（業産尻沼ツエルマ）株（

源裕）株（）株（トッミサ （株）ルピシア
業産創⼤）株（）株（商通⽥豊）株（ーニユ

スィデルア）株（屋治明）株（アピロ）株（
光和）株（会商原⻄）株（アピロ川奈神）株（

洋極）株（キゼオオ）株（ 東京航空貨物（株）
ビオセボンジャパン（株） ⽣協

会合連合組同協活⽣リデプーコ）株（ィテシンリキ★アトス鉄遠）株（
会合連合組同協活⽣本⽇グンニイダルバーログ）株（★ーコオヤ）株（
プーコーユ合組同協活⽣グンニイダズーフスウハンーリグ）株（★）株（トーマーニサ

ろぽっさプーコ合組同協活⽣）株（ルヤイロ★ーィテシンーリグ）株（
りもおあプーコ合組同協活⽣スグンィデルーホくーらいかす）株（

べうこプーコ合組同協活⽣品⾷イカサ）株（）株（圏都⾸分国★
きざやみプーコ合組同協活⽣樓珍聘）株（）株（社本プールグ分国★

合連業事州九プーコ会合連合組同協活⽣家酒国南）株（スセクア本⽇）株（★
合連業事国四国中プーコ会合連合組同協活⽣軒養精館会⼠学XULAJ）株（★

合連業事きんきプーコ会合連合組同協活⽣NAPAJ IDW）株（）株（売販類酒本⽇★
候⼆⼗ちしャシシウド）株（★ 給⾷・弁当 ・中⾷

社会式株スビーサドーフスクッダシスクーワルーミ）株（屋星⼭）株（★
★ （株）⾼⼭ ）株（スビーサムーエスグンィデルーホクッナイダ）株（

協⽣⺠市みずい阪⼤スビーサドーフスモ）株（事商本⽇東RJ）株（★
軒陽崎）株（トンロフメルグ急東）株（ワガセハ）株（★

鮨だよち）株（ムテスシンラトスレ急⽥⼩）株（いあルナジリオ）株（★
スビーサグンリターケANA）株（）株（司寿らくズーフージーオ）株（★

スビーサドーフスモ）株（鮨だよち）株（事商屋錦）株（★
ドルーィフ・クッロ）株（）株（品⾷ータスア座銀んれの花座銀）株（★

ンヘルメ）株（）株（ーヒーコ鈴美スビーサドーフンパャジ7G）株（★
⾼⽇ィデイハ）株（イラーョシ）株（★ ⾷材宅配

）株（イラプサドーフンパャジ花の梅）株（品⾷進⼤）株（★
⽟埼東イケシヨ）株（ズーフミズイーオ）株（オシナ）株（★

★ ⼀神商事（株） ホテル・ブライダル （株）ショクブン
ムテスシドーフズイケ）有（ルテホスレパ）株（★）株（⾓村中★

急東ルテホルトピャキ・ザ）株（★ーリデア）株（★ ⾷品加⼯・⾷品製造
店苔海屋形⼭社会式株★ドイワドルーワズルテホスンリプ・武⻄）株（★ンワトクパンイ）株（★

）株（品⾷スウハ  トンメジネマ・ルテホ・ズイテスイマ）株（★堂雅悠）株（★
）株（やーぼゅしっぃでら京東ラクーオルテホ）株（ーニパンカGQC）株（★

）株（ンパ製﨑⼭京東ルテホルタンネチンコータンイANA）株（トーポサスネジビ分国
園藤伊）株（場台 京東ーコッニドンラグ）株（トイエリクドーフ分国

ドルーィフ・クッロ）株（トーゾリ野星）株（）株（北東分国
）株（研⾷本⽇園芳⼋）株（）株（本⽇⻄分国

）株（ズーフンリマ軒養精館会⼠学）株（）株（部中分国
）株（菓製永森）株（ツーゾリ&ズルテホ語物泉温⼾江⼤）株（州九分国

）株（ズーフトーミ農全AJ）京東ルテホの庭（ムエチイエーユ）株（）株（道海北スセクア本⽇
三菱⾷品（株） コンビニエンスストア （株）湖池屋

フエーリス）株（★）株（産物井三 その他
）株（船造⽴⽇プットスニミ）株（）株（品⾷井三
）株（刷印版凸トッネルーテリ本⽇東RJ）株（）株（品⾷忠藤伊

丸紅（株） ）株（スガ京東）株（クスヨキ海東
）株（薬製善丸ンソーロ）株（）株（業産藤加

⽇清商事（株） ⾷品を扱う通販 （株）オリエンタルランド
レトア）株（XULAJ）株（★会商原⻄）株（

）株（ンョシーレポーコスーホドッレ）株（ーフヤ★店商味五）株（
ンョシーエリクレ急東）株（びなるぐ）株（★産物和協）株（

）株（スンバドア・イェウイハ本⽇中スウハグロタカ）株（★）株（品⾷旭

）内国（売卸品⾷・社商品⾷トーパデ

外⾷

⾷品関連のその他⼩売

スーパー

⾷品を扱う通販

⾷品商社・⾷品卸売（国内）

⾷品商社・⾷品卸売（海外）



当⽇の様⼦



2023年10月3日火 ・4日水
会　期

東京ビッグサイト　南展示棟2・3・4ホール
会　場

詳細は後日公開予定

お問い合わせ
リッキービジネスソリューション株式会社 
〒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
E-mail: info@food-selection.com    http://www.rickie-bs.com/　

地方銀行フードセレクション企画運営事務局

２０23年
開催日のお知らせ

Food Selection 2023

http://food-selection.com/
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