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東京ビッグサイト 南1～４ホール

1,000社超 出展！！



地方銀行フードセレクション実行委員会
実行委員長

　
今年で１４回目の開催を迎えた「地方銀行フードセレクション」。
今年は、全国から１，０３１社の事業社の皆様にご出展いただき、
２００６年の開催以来初となる１，０００社を突破いたしました。

来場者数も過去最多の１３，４１２名（前回参考１３，２４８名）を記録し、
これまでにない規模となりました。

今回は、全国の自治体や商工会、商工会議所からの団体出展も多くみられ、
地域を支える団体とその土地に根付く事業者が一丸となった取り組みも
活発となっております。

初めての取り組みとして募集した「地域活性化応援団」では、
主催銀行の内定者や学生ボランティアの方々に、地域の事業者のサポートを行っていただきました。

これらの地元を応援する皆様の姿、そしてこれからの社会を担う若い皆様の力を目にし、
大いに薫陶を受けた次第です。

現代のめまぐるしい時代の流れとともに、世間に発信していく商品には差別化が求められ、
食品メーカーの皆様は激しい競争に勝ち残っていかなくてはなりません。

そのようななか、各社が試行錯誤して作り上げた商品の数々は、まさに汗と涙の結晶でしょう。
本商談会に出展される皆様の並々ならぬ努力と挑戦し続ける熱い想いには、
心揺さぶられるものがありました。

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様の、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まいります。
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Since 2006地方銀行フードセレクションのあゆみ

2009

2007

2006

2017

2016

2015

2013

2014
11月11日•12日
幕張メッセ

主催38行/出展社551社

2012
10月23日・24日
東京ビッグサイト

主催39行/出展社620社

2011

20182008
11月11日

東京ビッグサイト
主催14行/出展社355社

2008年から会場を東京ビッグサイトに移し、
2009年には主催行15行、出展社395社になり、
来場者は7,000名を超えました。

2010

11月1日・2日
東京ビッグサイト

主催37行/出展社612社

11月14日
東京国際フォーラム
主催8行/出展社208社

11月22日
東京国際フォーラム
主催5行/出展社102社

11月26日
東京ビッグサイト

主催15行/出展社395社

11月9日
東京ビッグサイト

主催32行/出展社660社

10月21日•22日
東京ビッグサイト

主催38行/出展社640社

11月12日•13日
東京ビッグサイト

主催41行/出展社585社

11月8日•9日
東京ビッグサイト

主催52行/出展社687社

11月9日•10日
東京ビッグサイト

主催55行/出展社831社

10月23日・24日
東京ビッグサイト

主催54行/出展社970社

商談会終了後、余った食品・食材(サンプル品等)を出展社の方々から
「セカンドハーベスト・ジャパン」へ寄贈いただきました。
多くの出展社からの協力のもと、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
被災地や福祉施設等にお届けしました。

2016年には内閣総理大臣夫人　安倍昭恵様が
来賓としてお越しになりました。

2015年は記念すべき第10回目の開催を迎え
新企画として、アトリウムを使用しての
「新商品展示コーナー」や、昨年よりも拡充して開催しました。

第1回目の地方銀行フードセレクションは、
東京国際フォーラムにて開催。「地方の知られざる食材を、
首都圏の食品バイヤーに紹介する」という企画趣旨に
ご賛同いただいた（株）セブン＆アイ・ホールディングス
伊藤雅俊名誉会長(当時)のご協力で来場者は2,000名を
超えました。

主催行30行、出展社660社、来場者が8,000名を超え
「食の商談会」として確固たる地位を確立しました。

ＪＥＴＲＯと連携し、海外の食品バイヤーを誘致しました。
来場者も１０、000名を超えました。

商品をPRしていただく場として、新商品展示コーナーを
新たに設置。100を超える商品を展示しました。

今まで以上に確度の高い商談を行っていただくため、
個別商談会を同時開催しました。

第1回

2006年秋、「食」にテーマを絞った地域産業の活性化を目的に「地方銀行フードセレクション2006」としてスタートして以来、
そのコンセプトは大きな共感を呼び、主催銀行・出展社・来場者のネットワークを広げながら、毎年「進化」を続けています。

第5回

第10回

行/出展社640社

2019
9月19日・20日
東京ビッグサイト
主催55行

出展社1,031社

第14回

全国から過去最多の出展社1,031社が出展し、来場者は13,412名に及びました。
また地域活性化応援団として来春入行予定の内定者が各銀行ブースで出展社の
サポートを行いました。



地方銀行フードセレクション2019
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2019年9月19日（木）・20日（金）10:00～17:00◎ 開催日時
◎ 会　　場 東京ビッグサイト 南1～４ホール

◎ 来場者数 2日間合計：13,412名
（1日目 6,306名　2日目 7,106名）

◎ 個別商談会
　 参加バイヤー 82社 ・ 133名

◎ 個別商談会
    商談件数

◎ 主催・企画運営事務局

582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55行）

SBIホールディングス株式会社
株式会社ウエストホールディングス
スマートソーラー株式会社
株式会社Japan Finder　　　　　　
グリーライフスタイル株式会社
日本アジア投資株式会社

1,031社　871小間

◎ 協　　賛

リッキービジネスソリューション株式会社
金融庁 長官　遠藤 俊英 様

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

2019年
主催銀行一覧

◎ 出 展 社

北海道地方

関東地方

四国地方

九州・沖縄地方

中部地方

中国地方

近畿地方

東北地方

実　施　報　告



■ 出展社アンケート

質問１ 出展されていかがでしたか？

大変満足
23.7%

満足
50.1%

普通
24.9%

質問２ バイヤーとの交換名刺数

質問3 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2019

バイヤー等とのつながりを得られただけで
はなく、バイヤ－目線での商品評価など、
今後のブラッシュアップに向けた情報収集
の機会となった。
　　　　　　　　　  （福島県/加工食品）

　　　　　　　　　　

■ 出展社の声（抜粋）

初出展でしたが普段の展示会では接点
のあまりない業種様との名刺交換が
多数でき、商談アポイントも予想以上に
取れ非常によかった。（兵庫県/加工食品）

本気度の高いバイヤーと商談する事が
でき、また課題も見つける事が
できました。
　　　　　　　（和歌山県/加工食品）

普段出会えない取引先との商談。
新規商談予定取引先確保。
商品評価の生の声が聞けた。
　　　　　　　　（長野県/加工食品）
　　　　　　　　　

多くの企業様と名刺交換できました。
担当銀行の方が積極的に声がけして
いただいたのでたくさんの方が
立ち寄ってくれた。　（香川県/加工食品）

　　　　　　　　

販路拡大、コラボ商品開発など色々な
可能性が見えてきました。また新製品の
反応も観察できて良い感触です。
                              （福岡県/飲料）

商品を全国のバイヤーに紹介できる場
となった。自社商品の現在の立ち位置、
評価など知る事ができた！！
　　　　　　　　　（新潟県/農産品）
　　　　　　　　

多くの来客があり、新商品のお披露目
の場としては最適であった。
担当銀行様のサポートも十分でした。
                              （鳥取県/飲料）

　　　　　　　　　

バイヤー、業者だけでなく、
出展メーカーとの横のつながりもできて、
次の商売に結びつけることができた。
　　　　　　　　  （香川県/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   

705件
     11,109商談

73.8%
92.1%
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1～50枚
49.7%51～100枚

34.6%

101～150枚
9.1%

150～200枚
4.4%200枚以上

2.2%

１~20件
75.4%

21~40件
18.0%

41~50件
3.1%

51件以上
3.5%



■ バイヤーアンケート

質問１ 来場されていかがでしたか？

日本全国の物産品を一挙に見られることで、目新しい
商品を知ることができたり、同じジャンルの競合他社の
商品を比較しながら見ることができ、時間を有意義に
使うことができた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（商社・卸売）

■ バイヤーの声（抜粋）

質問２ 今後取引に発展しそうな商談件数（一人あたり）

質問4 商品の決裁権限をもっていますか？

最近のフードイベントの中で1番良かった。
地方の名産品をここまで同時に見れるイベントを知らない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（食品製造）

地方銀行フードセレクション2019

大変満足

34.6%
満足
57.5%

普通
7.5%

バイヤーの92.1%から
「大変満足」「満足」との

回答をいただきました。
1～5件

53.3%6～10件
27.8%

11～15件
7.9%

16～20件
6.4%

21件以上
4.6%

影響力がある

33.3%

持っている

50.2%

持っていない
16.5%

バイヤーの83.5%が
商品の決裁に

関与しています。

今期最高の商談会でした。
出展社さんと地銀職員さんが連携して商品の良さを
しっかりとPRしてくれて、
こちらも本気で商談をすることができました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（商社・卸売）

普段あまり見かけない商品をたくさん知ることが出来ました。
また、地方でしかたべれないものや、地方だからこその
こだわりを皆さま持っていて素敵でした !
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（商社・卸売）

今後のメニューの参考、新しい食材などこれから
活用できるものがありました。  　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外食）

質問3 次回も来場したいですか？

バイヤーの99%から
「次回も来場したい」との

回答をいただきました。

バイ

「次

回答99.0％
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。

食品商社・食品卸売

その他 10.2%
4.3％
2.0％

1.7％
1.4%
1.3％
1.0％
1.0％

デパート 
ホテル・ブライダル

食品関連の専門店
食品加工
総菜・弁当・中食
コンビニエンスストア
給食
生協 0.8％

39.2%

食品製造
食品を扱う通販 8.6％

外食
スーパー 5.0%

8.0％

  9.2%

7.5％
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食品関連のその他小売

2.6％ 食材宅配 0.5％



【主な参加バイヤー】

出展社同士のマッチング【出展社×出展社】

－ 個別商談会に参加されたバイヤーの声 － 
・時間が足りないくらいでした。参加してとてもよかったです。（百貨店）
・今回の個別商談は取引に直結するもので充実していました。（外食）
・事前のマッチングが効率的で、個別商談のリクエストが上手くはまり、実りが大きかった。（通販）
・まだまだ知らない素晴らしいメーカーさまが多数いる事に感動しました。（商社・卸）
・アイテムの幅が広く、取組み先を吟味できた。今後のギフト開発に有用な商談ができた。（百貨店）

バイヤーとの商談のみならず、全国から集まった出展社同士でも商談・交流を行う場として、
新たなビジネスチャンスを生み出す企画を実施いたしました。
本企画内だけでなく、各出展社が他社ブースを訪問する等、昨年以上に積極的な交流が
見られ、出展社同士での情報交換はもちろん、多数の出展社が成約へとつながりました。

－ 出展社同士で商談された出展社の声 － 

事前予約制個別商談会
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】

82社 133名

前予約制個別商談会」を実施しました。

三越伊勢丹、髙島屋、大丸松坂屋百貨店、エムアイフードスタイル、日本アクセス、三井食品、国分首都圏、
ANAフーズ、JALUX、東急ハンズ、日本百貨店、ドン・キホーテ、ヴィレッジヴァンガードプレース、
プリンスホテル、グランドニッコー東京 台場、ANAインターコンチネンタル東京、キリンシティ、
SFPホールディングス、ビー・ワイ・オー、千趣会、ディノス・セシール、ヨシケイ東京　　　　　その他　多数参加

・ 他社のいろいろなアイデアが勉強になった。（埼玉県/加工食品）
・ 希少な原料のツテができた。（鹿児島県/加工食品）
・ 出展社同士ゆっくり話ができて良かった。（秋田県/加工食品）
・ 探している商材に出会えた。（福島県/水産加工品）
・ 商談した出展社の技術を使用したい。（群馬県/農産品）
・自社でも使用している主原料を紹介いただいた。
　 早速、開発部門へ報告し検討していく。（栃木県/加工食品）
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【主な参加バイヤー】

特別企画



来場者からのこのようなお声にお応えすべく、各銀行エリア内にて『ご案内たすき』を身に着けた銀行員が、
コンシェルジュとして来場者をブースへご案内しました。

主催銀行と自治体が連携し、各地域の風土や文化・観光等の
様 な々情報を発信しました。足を止める来場バイヤーからは
「今後予定している地域のフェア開催のための参考資料としたい」
「都道府県の特色が出ていた。 各地の資料もいただけたので、
持ち帰ってじっくり読みたい」
といった声が届いています。

会場内で、来場バイヤーを対象とした
その場であたるプレゼント抽選会を開催しました。
全国各地より厳選した旬の産直・名品の数々を
400名の方にプレゼントし、地域食品のPRを行いました。
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「各銀行（各都道府県）のおすすめ出展社を知りたい」
「銀行の方だからこそ知っている、注目の商品を紹介してもらえると嬉しい」
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新商品　101商品 業務用　51商品 初出展　52商品

大人女子　20商品 アクティブシニア　20商品

過去最多5つのテーマにて、全244商品を展示しました。
今回は、「新商品」「業務用商品」の展示コーナーの他に、
フードセレクション初出展企業の商品を集めた「初出展商品」
健康志向の高い30代女性をターゲットとした「大人女子向け商品」
50代以上をターゲットとした「アクティブシニア向け商品」を
新たに設置しました。

まだ市場に出回っていない商品や、各社の工夫をこらした商品の数々に多くの来場者が感嘆の声をあげていました。



地域活性化応援団
地方銀行フードセレクションの会期当日、
銀行の内定者をはじめ、地元の大学生などのボランティアの方々に、来場者へ向けて
地元の魅力をアピールしていただきました。

参加者は「出身地のエリア・ブース」にて、出展社・自治体・地方銀行と一緒になって
試食提供・接客・呼び込み等を行うことで、ブースも活気づいていました。

【参加者の声】
・就職活動で学んだことを肌で感じることができて面白かった。

・名刺交換や商談の場に立ち会えて貴重な経験となった。

・入行前に銀行の仕事を体験できてよかった。

・アルバイトなどとは違って、商品の製造過程や、流通の流れを
 今回の体験で感じることが出来たのは、本当に貴重な体験だった。

・知らない名産物が多く、しかもどの商品もとても魅力のあるものだった。
 銀行の方々も積極的に出展社の方のサポートを行い、お客さまとの距離感の近さを感じた。
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（記）リッキービジネスソリューション株式会社　取締役　宮下祐輔

商談会に出展すれば、多くの新規取引を獲得する今井ファーム。
そんな同社も、３年前初めて出展した商談会では１件の成約も得ら
れなかったそうです（翌年同じ商談会に出展し、１件成約）。
今井専務取締役は「商談会には出続けることが⼤切。うまくいか

なかったときはその理由を考え、次回の商談会で試す を繰り
返してきた結果、ようやくポイントがわかってきた」と⾔います。
地⽅銀⾏フードセレクションでは、他県の出展社と数千万円規模の
取引も成約し、今では商談会に出展するのが楽しいそうです。

三重銀⾏の出展社説明会にて「成約率を⾼める商談ブー
スの作り⽅」についてお話しました。説明会後、いなべ市
商⼯会の諸岡⽒より「２社１⼩間で効果的なブースを作る
にはどうすれば良いでしょうか」と相談がありました。
後⽇、弊社から過去の事例をいくつか紹介し、いなべ市

商⼯会が作り上げたブースがこちらです。昨年、⼗⼋銀⾏
から出展していた⼤平⾷品株式会社のブース事例を参考に
作られていますが、諸岡⽒は⼤平⾷品に直接問い合わせ、
机のサイズ等、作り⽅を教えてもらうまで徹底しました。
 今回が初出展で、事業者の商談会経験も浅かったため、
当初は⾊々不安もあったようですが、諸岡⽒が⾒事な商談
ブースを作り、事業者をサポートされたため、想定以上に
来場バイヤーからの引き合いがあり、商談が進んでいると
聞いています。

（上）いなべ市商⼯会のブース

（左）昨年の⼤平⾷品株式会社のブース

昨年から地⽅銀⾏フードセレクションに参加している新潟県中⼩企
業団体中央会（ものづくり⽀援センター）。昨年の 社に続き、今年は
社が出展しました。
同中央会では、中⼩企業庁の「ものづくり補助⾦」のフォローアップ

事業の⼀つとして、地⽅銀⾏フードセレクションを活⽤しています。
 例えば、県内の⾷品事業者が補助⾦を活⽤して⽣産設備を導⼊すると、
その設備で⽣産された商品の販路開拓のため、同中央会が事業者へ
商談会に出展するよう声がけをしています。

⾃慢のひげにんにくを提案する信越⼯業株式会社

淡路市商⼯会が⼿掛けた
ブースに、⾃ら持参した
備品をセットし、⾃慢の
⽟ねぎ「かくし⽟」を
並べる今井専務取締役

地⽅銀⾏フードセレクションでは地⽅銀⾏だけではなく、
商⼯会の経営指導員の⽅々にも⼤変ご活躍いただいています。
実は今井ファームが商談会に出続けることができる背景には、
陰の⽴役者として「淡路市商⼯会」の存在があります。
淡路市商⼯会の阿津係⻑は「地⽅銀⾏フードセレクションは

地域の事業者が『主役』になれる商談会」と⾔います。これは
中⼩規模の事業者が多い商談会では、⾃分たちの取組⽅次第で
事業者が商談会の主役になれることを意味しています。それを
実践しているのが淡路市商⼯会です。

但⾺銀⾏のスタッフと今井ファーム今井専務取締役

ブースの基本装飾を⾏う
淡路市商⼯会 経営⽀援課の
阿津係⻑と今井ファームを
担当する髙⽥主任

地方銀行フードセレクションの取組好事例

●ものづくり補助金のフォローアップ支援
（新潟県中小企業団体中央会 ものづくり支援センター）

●商談会には出続けることが大切
（株式会社今井ファーム 専務取締役 今井剛氏）

（淡路市商工会 経営支援課 係長 阿津充俊氏）
●地域の事業者を商談会の「主役」にする

●他社の好事例を活かす（初出展）
（いなべ市商工会 経営指導員 諸岡雅仁氏）

ブース左：有限会社藤原ファーム
ブース右：陽光ビオファーム株式会社
右から⼀⼈⽬：諸岡⽒
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★は「事前予約制個別商談会」にご参加いただいたバイヤーです。

デパート ★ （株）高山
★ （株）三越伊勢丹 ★ （株）大進食品

）株（ルナョシナータンイ屋歯★店貨百屋坂松丸大）株（★
★ （株）高島屋 ★ エイチ・アイ・フーズ（株）

MEJ）株（★店貨百急田小）株（★
★ （株）東急百貨店 ★ 佐賀冷凍食品（株）
★ （株）丸井 ★ （株）悠雅堂
★ （株）丸広百貨店 ★ （有）北條
★ （株）井筒屋 三菱食品（株）

（株）阪急阪神百貨店 丸紅食料（株）
（株）京急百貨店 豊田通商（株）
（株）京王百貨店 伊藤忠食品（株）
（株）そごう・西武 伊藤忠食糧（株）
（株）藤崎 国分グループ本社（株）
（株）さいか屋 国分ビジネスサポート（株）
（株）松屋 国分フードクリエイト（株）
（株）近鉄百貨店 国分九州（株）
（株）広島三越 国分西日本（株）
（株）山陽百貨店 国分中部（株）
（株）福田屋百貨店 国分北海道（株）

スーパー 加藤産業（株）
事商本日東ルーアイェジ）株（ルイタスドーフイアムエ）株（★

★ （株）大寿OONOYA 富洋物産（株）
★ （株）長﨑屋 （株）マルイチ産商
★ （株）たまや 全粉商事（株）
★ （有）なりざわ 大都魚類（株）

（株）イトーヨーカ堂 横浜冷凍（株）
（株）明治屋 東京急行電鉄（株）
（株）成城石井 東鉄商事（株）
イオンリテール（株） （株）ニップン商事コーポレーション

世久）株（）株（ュリバプットンオイ
ユニー（株） （株）サンクゼール
（株）京王ストア （株）ダイトーグループ本社
小田急商事（株） （株）ドウシシャ
（株）シェルガーデン （株）ナックス
（株）マルエツ （株）ユニマットリケン
サミット（株） 岡常商事（株）
（合）西友 昭産商事（株）
（株）オオゼキ 名糖商事（株）
（株）イオン北海道 東華商事（株）
イオンマーケット（株） カネダ（株）
イオンサヴール（株） カネカ食品（株）

）株（売販シナカタンョシーレポーコフイラ）株（
（株）カスミ （株）昭和

）株（デピア）株（スグンィデルーホ・トッケーマーパース・ドッテイナユ
（株）東急ストア 旭栄食品（株）
（株）遠鉄ストア 丸宮食品（株）
全日本食品（株） 華コーポレーション（株）
（株）エースグループ 銀座ベルハウス（株）
（株）いなげや （株）恒食
（株）ロピア （株）もへじ
（株）三浦屋 （株）クアパパ
（株）京北スーパー （株）フレッシュフーズ九州
（株）マミーマート 食品商社・食品卸売（海外）

）株（品食井三★キザマヤーパース）株（
）株（物貨空航京東★ンサーヨグッビ）株（

会商王三）株（★キザマヤーパース）株（
）株（紅丸トイエリクスーペスーエイダ）株（

）株（料食通豊ータンセグンピッョシ岡亀合組同協
（株）ヨーク 双日（株）
アコレ（株） 東邦物産（株）
（株）一二三屋 兼松新東亜食品（株）

食品商社・食品卸売（国内） 西本Wismettacホールディングス（株）
★ （株）日本アクセス 沼尻産業（株）
★ 国分首都圏（株） （株）紀文産業
★ 三井食品（株） （株）nakato
★ 日清商事（株） （株）ファースト
★ （株）JALUX （株）ニックスインターナショナル
★ 日本酒類販売（株） （株）中村商会

ルナョシナータンイ・イラト）株（スビーサドーフンパャジ7G）株（★
★ （株）JTB商事 日成共益（株）
★ （株）CQGカンパニー 近藤貿易（株）
★ （株）五味商店 ニチモウ（株）
★ （株）イー・有機生活 ダイショージャパン（株）
★ （株）オージーフーズ クラウン貿易（株）
★ （株）シジシージャパン 外食
★ （株）ナシオ ★ アールアンドケーフードサービス（株）

）株（スグンィデルーホPFS★トクタンコルナソーパ）株（★
★ （株）ハセガワ ★ キリンシティ（株）
★ （株）協和物産 ★ （株）ニユートーキヨー
★ （株）錦屋商事 ★ （株）ビー・ワイ・オー
★ 一神商事（株） ★ （株）ミールワークス

グンニイダズーフスウハンーリグ）株（★んれの花座銀）株（★
★ （株）三王商会 ★ （株）大戸屋
★ （株）山星屋 ★ （株）CHAYAマクロビフーズ
★ （株）西原商会 （株）ゼンショーホールディングス



地方銀行フードセレクション2019

-1２-
※本リストの会社名と業種は来場者の自己申請に基づくものです。

外食 ★ ANAFESTA（株）
）株（ズーフANA★スグンィデルーホくーらいかす）株（
店貨百本日）株（★DMドイワロコ）株（

ーオ・イワ・ービ）株（★スグンィデルーホ家野吉）株（
ロイヤル（株） ★ （株）ベルーフ

会の用活源資域地人法団社般一★）株（スビーサドーフ速高港空ルヤイロ
屋國ノ紀）株（スグンィデルーホ・ツンラトスレ・トイエリク）株（
トフロ）株（グンニイダドンモヤイダ）株（
スムービ）株（ーニパンカーピーエ）株（

ラメカシバドヨ）株（グンニイダルバーログ）株（
）株（事商空日全ーヒーコルートド）株（
リアピスクイ）株（ンョシーレポーコトンロプ）株（

グンリイテリAAN）株（）株（ーニパンカ・ェフカ
（株）ウェルカム （株）シュガーレディ本社
（株）コムサ （株）サンシャインエンタプライズ

フイラトッマニユ）株（SKROWROVALF）株（
エームサービス（株） トライアルカンパニー
サントリー酒類（株） （株）サンリオ
（株）なだ万 （株）おおつかギフトプラザ
（株）南国酒家 食品関連の専門店
（株）梅の花 ★ （株）太子堂

シヨキトモツマ）株（ズイラプタンエンラトスレ本日）株（
琲珈ルメャキ）株（）株（スネジビドーフ本日東ルーアイェジ

屋虎）株（トンロフメルグ急東）株（
ーナーコージーコ座銀）株（スビーサドーフ家二不）株（

ズーフロプ）株（）株（品食ータスア座銀
（株）ジャックポットプランニング 生協
（株）ポポラマーマ オイシックス・ラ・大地（株）
（株）馬車道 コープデリ生活協同組合連合会

給食 日本生活協同組合連合会
シダックス（株） 生活協同組合ユーコープ
エームサービス（株） 生活協同組合コープあおもり
（株）オリンピア 生活協同組合コープこうべ

きんきプーコ合組同協活生ドーフアケスルヘプッシ）株（
合連業事州九プーコ会合連合組同協活生ンョシーレポーコズンキプンパ）株（

合連業事国四国中プーコ会合連合組同協活生トスラトクコッニ）株（
ホテル・ブライダル 生活協同組合連合会コープきんき事業連合

合組同協活生都東京東ルテホルタンネチンコータンイANA★
ンーェチドルーコ京東）株（場台京東ーコッニドンラグ★

★ （株）プリンスホテル 総菜・弁当 ・中食
ドルーィフ・クッロ）株（）株（スグンィデルーホオリプ★

ンジリオ）有（）株（ニターオーュニTRH
（株）星野リゾート （株）ハークスレイ
日本ホテル（株） （株）ANAケータリングサービス
東京マリオットホテル タイヘイ（株）
（株）学士会館精養軒 フジフーズ（株）
（株）八芳園 （株）コーチャル

鮨だよち）株（）株（ツーゾリ&ズルテホ語物泉温戸江大
樽京）株（）株（ルナョシナータンイトンメジーネマルテホ

アィデーフ）株（）株（トスラトトーゾリ
（株）オリンピア （株）日本亭

コンビニエンスストア 国分フードクリエイト（株）
スビーサグンリターケANA）株（ンパャジ・ンブレイ-ンブセ）株（

（株）ローソン JALロイヤルケータリング（株）
スラプ場農田塚）株（001アトスンソーロ）株（

（株）ファミリーマート 食材宅配
京東イケシヨ）株（★）株（プットスニミ

（株）スリーエフ ★ （株）USEN
（株）ポプラ オイシックス・ラ・大地（株）

）株（発開イケシヨトッネルーテリ本日東RJ）株（
食品を扱う通販 （株）ヨシケイ東埼玉
★ （株）千趣会 食品製造

イレチニ）株（ルーシセ・スノィデ）株（★
★ （株）JALUX カルビー（株）
★ （株）ごっつお便 日本ハム（株）

）株（業工品食善丸スビーサ販物局便郵）株（★
★ （株）セイノー商事 （株）永谷園ホールディングス
★ （株）フィッシェル （株）紀文食品

）株（粉製清日）株（ンョシーレポーコスーホドッレ★
★ （株）丸善 日本カバヤ・オハヨーホールディングス（株）

）株（業乳シナカタ）合（ンパャジンゾマア
）株（モトルマ）株（フイラ&スーマコua

（株）ベルーナ （株）コロンバン
（株）ニッセン （株）なとり
（株）ぐるなび （株）モントワール

）株（品食カネカズンョシーュリソ・トフギ丹勢伊越三）株（
）株（カリデトーポアエ本日TEERTSりどろい）株（

）株（ーヤイマンルホーシチイエーィデ）株（
シャディ（株） 食品加工

）株（品食旭トクェジロプ送放ンポッニ）株（
GULG）株（）株（グンニイダろここンマーコッキ

食品関連のその他小売 日本食研（株）
★ （株）東急ハンズ （株）紀文食品
★ （株）ドン・キホーテ その他

）株（路道速高本日中★）株（スーレプドーガンァヴジッレィヴ★
★ （株）サザビーリーグ 日本航空（株）

（株）ABCcookingstudio
（株）ハーモニック



出展社リスト（銀行別・50音順）

網走水産㈱

㈱ケイアイフーズ

新篠津村商工会(㈲大塚ファーム)

㈱CheerS・北海道士幌高等学校

㈱マノス

㈱室蘭うずら園

アスカフーズ㈱

㈲稲庭古来堂

㈱恋する鹿角カンパニー

㈱白神屋

Norte Carta

㈱IMI

秋田県羽後町商工会(㈱明通りチーズ工房)

秋田県羽後町商工会(㈲お菓子の泉栄堂)

秋田県羽後町商工会(カネハンデリカ㈱)

秋田県羽後町商工会(㈱そば研)

こまち食品工業㈱

ダイセン創農

㈱秋田ニューバイオファーム

ノリット・ジャポン㈱

㈱アスク

阿蘇食品㈱

㈱桑名園本店

㈱シンセイ食品

竹本産業㈱

鳥海やわた観光㈱

まるい食品㈱

㈱カム・ネット

寒河江市商工会(㈱住吉屋食品)

寒河江市商工会(千代寿虎屋㈱)

寒河江市商工会(㈱丸松青果)

㈱サカタフーズ

酒田米菓㈱

㈱タスクフーズ

南陽市雇用創造協議会

㈱半澤鶏卵

東根フルーツワイン

㈱ファイン

㈲宮内ハム

山形県西川町 (㈲玉谷製麺所／西川町総合開発㈱)

岩手阿部製粉㈱

㈱川喜

㈱北舘製麺

㈱九戸村ふるさと振興公社

佐々長醸造㈱

㈱松栄堂

高源精麦㈱

㈱ホクユーフーズ

㈱おおのミルク工房

釜石鉱山㈱

気仙沼加工販売促進協議会(㈱あかふさ食品／㈲亀山精肉店)

元正榮北日本水産㈱

さんりく食品加工連携会(㈱MCF／㈱ダイカ)

㈱中原商店

宝成食品㈱

マルカネ

㈱横田屋本店

㈱阿部長商店

㈱海遊

㈱菅野食品

㈱鮮冷

㈱だい久製麺

㈱髙政

宮城県(マルトヨ食品㈱／㈱コンストラクト・モーメント／
蜂屋食品㈱／㈱TOKIO&SALLY'S)

北海道銀行

秋田銀行

北都銀行

荘内銀行

山形銀行

岩手銀行

東北銀行

七十七銀行

会津美里町商工会
(㈱会津美里振興公社／㈱新田商店)

飯島米穀㈱

石川町商工会(草野農園)

石川町商工会(㈲鈴木畜産)

石川町商工会(㈱宗)

石川町商工会(円谷製麺㈱)

石川町商工会(㈲よしだや)

㈱いわきチョコレート

㈱おのざき

木村ミルクプラント㈱

白河市産米需要拡大推進協議会

伊達市商工会広域連携協議会(福島紅葉漬㈱／
㈲八島食品／㈱保原振興公社／玉鈴醤油㈱)

東栄産業㈱

西郷村商工会(㈱ステラフーズ／㈱美松製菓／
明陽食品工業㈲／㈲ケンシン)

西野屋食品㈱

㈲ニューキムラヤ

㈱ハヤオ

福島アグリネットワーク

ホテル華の湯

㈱マルリフーズ

㈱アキモ

㈲育風堂精肉店

㈱磯屋

NSJK高崎

㈱大島園

㈱大利根漬

㈱オルビス

片品村商工会(㈱尾瀬食品)

片品村商工会(尾瀬万里姫どうふ)

㈲グルメフレッシュ・フーズ

こまつ農縁

㈲煎屋

大洋食品工業㈱

滝野川自動車㈱観音温泉

㈱チュチュル

月夜野クラフトビール㈱

嬬恋村商工会(アグリイズム㈱／㈲浅間高原麦酒)

㈱花山うどん

マナゴ食品

茂木食品工業㈱

泉食品㈱

㈲ウィンウィン

遠藤食品㈱

三和農林㈱

㈱シオダ食品

㈱全菓

仙波糖化工業㈱

㈱たきじ

栃木県養殖漁業協同組合

日光ゆば製造㈱

ハガフーズ㈱

㈱ビーエイチ

㈱ふ～でゅ～す

㈱ベジミール

丸彦製菓㈱

㈱山久チーズファクトリー

㈱磯山商事  

稲敷市

㈱栄進フーズ

㈲おのづか食品

㈱さくら菓子本舗

常総名産会

㈱すが辰

㈱田島屋

内外食品㈱

㈱那須バイオファーム

㈱やぎぬま農園

㈱米川商事

㈱れんこん三兄弟

㈱アイピーオー

㈱旭製菓

アイケイ食品㈱

群馬銀行

足利銀行

常陽銀行

武蔵野銀行

アルファイノベーション㈱

井上スパイス工業㈱

㈱芥子屋四郎

川越いも農場 島田屋総本家

㈱佐々商店

高橋ソース㈱

㈱Tokyo Tea Trading

㈱ノヴァ

㈱浜田商店

㈱ビーバン

㈱藤沢商事

㈱メリータイムフーズ

㈱ヨシムラ・フード・ホールディングス

㈱味泉

㈱エスエスフードインターナショナル

㈱エムアールティー

㈱グランプラス

㈲シャイン・オリエンタル・トレーディング

㈱セガワ

㈱釣八

㈱テルヴィス

㈱ナカダイ

㈱日本一

㈲葉っぱや

フリーズ食品開発㈱

OMDアグリネットサービス㈱

㈲鈴木安太郎商店 銚子工場

伯東商事㈱

亜細亜食品㈱

㈲喜田家

㈲コタニ

㈱ストロングハート

東京食品㈱

㈱True World Japan

ニチモウフーズ㈱

日中商会㈱

㈱八仙

㈱Hanbit

㈲風和商事

㈱マルエイインターナショナル

森久商事㈱

㈱山城屋

伊勢原市商工会(自然薯家)

伊勢原市商工会(㈱バイオコスモ)

岩井の胡麻油㈱

大森食品情報連携会(田中製餡㈱)

大森食品情報連携会(㈱チモトコーヒー)

大森食品情報連携会(㈱吉田商店)

小田原市橘商工会(㈱ナチュレ)

㈱小野ファーム

神奈川県商工会連合会
(大磯野菜工房(㈱ラ・テェラァ)／丸イ食品㈱)

神奈川県商工会連合会 (㈲金子製麺／濱田精麦㈱)

神奈川県商工会連合会
(ライネルチーズ工房／Jazz Brewing Fujino)
神奈川県商工会連合会 (㈱ラテン大和／㈱TAC21)

スクーナー㈱

大栄フーズ㈱

㈱豊受(㈱炭香)

㈱ナチュラルシー

日本精塩㈱

㈱ブルックス

㈲ミック

㈱みとわ

ミントハウス㈱

㈱ヤチヨ

山北町商工会 (瀬戸スッポン養殖場／㈲まつざわ)

山北町商工会 (日本のうまい／㈱神奈川県農協茶業センター)

㈱ワールドシーフーズ

近藤商店㈱

㈱佐野屋

千葉銀行

千葉興業銀行

きらぼし銀行

横浜銀行

第四銀行

新潟県中小企業団体中央会ものづくり支援センター(㈲アサップ)

新潟県中小企業団体中央会ものづくり支援センター(㈱イチカラ畑)

新潟県中小企業団体中央会ものづくり支援センター(信越工業㈱)

新潟県中小企業団体中央会ものづくり支援センター(つなぐ㈱)

新潟県中小企業団体中央会ものづくり支援センター(㈱野上米穀)

新潟県中小企業団体中央会ものづくり支援センター(㈱マツイフーズ)

新潟県中小企業団体中央会ものづくり支援センター(㈱港製菓)

にいがた雪室ブランド事業協同組合

㈱ブリッジにいがた

佐藤食肉

㈱Santa Mineral

㈱田中米穀

テクノサド㈱

㈱B.C.FORCE

㈱三崎屋醸造

アルプスワイン㈱

三共木工㈱

㈱サン.フーズ

㈱信玄食品

富士の国 甲州信玄の会 (㈲味研／㈲六曜舎 コーナーポケット／㈱丸政)

アルプス物産㈱

飯田商工会議所(㈱春月／丸昌稲垣㈱／㈱丸中中根園)

㈱小川の庄

㈱柿の木冷温フーズ

橘倉酒造㈱

㈱黒姫和漢薬研究所

㈱サンエー

㈱信栄食品

信州ハム㈱

㈱高見澤

たてしなップル(信州蓼科りんごの里)

㈱戸田屋

㈱マルシンフーズ

南信州菓子工房㈱

㈱宮下商店

㈱IMATO(射水商工会議所)

㈱烏骨鶏

及能㈱

KANAYA ／NOMACHI(氷見商工会議所)

セブンシーズ㈱

㈱つるや製菓

㈱伝風堂

㈱浜野水産

㈱Harawii

㈲放生若狭屋(射水商工会議所)

石川県中小企業団体中央会(㈱Ante)

石川県中小企業団体中央会(石川県いか釣生産直販協同組合)

石川県中小企業団体中央会(㈱オハラ)

石川県中小企業団体中央会(オリエンタルブルーイング㈱)

石川県中小企業団体中央会(㈲新海塩産業)

㈱開元

㈲かわに

ケービーエフ㈱

㈱食材倶楽部

ダートコーヒー㈱

寺岡畜産㈱

㈱ホリ乳業

㈱アジチファーム

新珠製菓㈱

越前のホルモン屋㈲福田商店

小浜海産物㈱

タナカ農産グループ

㈲谷口屋

福井缶詰㈱

福井県広域水産業再生委員会
(福井県(漁協)連合会 越前支所／福井中央魚市㈱)

㈲米又

㈲浅原工業

㈱磯駒海苔

北越銀行

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

㈱会津物産

東邦銀行
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伊東商工会議所(宇佐美麦酒製造㈱)

伊東商工会議所(㈲三浦水産)

伊東商工会議所(㈲山梨製餡所)

笑顔畑の山ちゃんファーム

おいしい産業㈱

㈱カクサ

㈱かつまた

㈱カネイチ小柳商店

㈱カネジョウ

カネ松製茶㈱

㈱きのこランド

㈱玉華堂

㈱栗原商店

㈱澤口農園製茶工場

静岡 牧之原銘茶㈱高柳製茶

㈱シンガタ

㈲新日邦

㈱田中商店

㈱ティーサービス

㈱東平商会

真富士屋食品㈱

㈱丸晶

マルト工藤水産㈱

明治食品工業㈱

焼津商工会議所(㈱カネヨ／㈲丸生食品／㈱寺岡銈吉商店)

㈱柳屋本店

㈱ヤマイチ商店

㈱山英

やまと興業㈱

レマコム㈱

㈱追分羊羹

カヌキフーズ㈱

ファーム池の沢

㈱山本食品

一太郎／玉泉堂酒造㈱／㈱農先新 (養老町商工会)

㈲いわた(いわたのはちみつ)(藤岡商工会)

㈱烏骨鶏本舗

㈱エヌ・ディ・シー

大垣商工会議所(㈲南洋元)

大垣正和サービス㈱

おきなや㈱

オリザ油化㈱

㈱CALM

㈱鏡水産(各務原市役所)

春日井商工会議所(ホンダロジコム㈱／
サン・ビジョン サンサンワイナリー／㈱マルイチ 北工場)

㈲カネヨシ製菓

小牧商工会議所 名古屋コーチンプロジェクト
(デリカ食品工業㈱／タッキーフーズ㈱)

三州三河みりん㈱角谷文治郎商店

シーシーエスコーヒー㈱

㈾白木恒助商店

㈲新世紀工房

㈲大丸本舗

㈱タクセイ

武豊町商工会 (南蔵商店㈱／㈴中定商店／㈴伊藤商店)

㈱たまごの里農園

㈱トーノーデリカ

豊山町商工会(㈱秋田製麺所)

中埜酒造㈱

㈱ニホンサンミ

㈱ヌベール

㈱はしもと農園(各務原市役所)

㈱パネックス

㈱覇楼館

牧田蒟蒻店

㈱マン・ネン

美濃白川麦飯石㈱

㈱みのひだ社中

㈱メルタン

㈲麺の清水屋

山一商事㈱

㈱ヤマコン

養老町役場(御菓子司 松野屋)

清水銀行

大垣共立銀行

恵那商工会議所(巴庵菓子工房㈱)

恵那商工会議所(リバイブ)

㈲老田屋

奥長良川名水㈱

cafe' de Iwai(御嵩町商工会)

甘強酒造㈱

菊一あられ㈱

岐阜商工会議所(岐阜アイベス㈱)

岐阜商工会議所(㈱末廣屋本店)

岐阜商工会議所(山川醸造㈱)

岐阜商工会議所(結の舟)

㈱ギフライス

桜井食品㈱

スギ製菓㈱

高山商工会議所(㈱ACS／Tomy Müesli／
㈲糀屋柴田春次商店／ホワイトルンゼ)

だるま堂製菓㈱

㈱TEAM

㈱寺田農園

ナカキ食品㈱

㈱ノーベル

㈱飛騨企画販売

㈱藤よし(御嵩町商工会)

古屋産業㈱

ミチナル㈱

明宝特産物加工㈱

めぐみの農業協同組合

ヤマシン醸造㈱

ヤマトライス

㈱INS(四日市商工会議所)

㈲荒木國一商店(四日市商工会議所)

伊賀市商工会 (㈱福岡醤油店／　 大地／メリ樹～Meriju～)

伊勢藏㈱(四日市商工会議所)

㈲伊勢昆布(四日市商工会議所)

いなべ市商工会(㈲藤原ファーム／陽光ビオファーム㈱)

㈱御福餅本家

尾鷲物産㈱

九鬼産業㈱

志摩市商工会(㈲肉の喜多家／井上真珠)

大洋㈱

㈲珍海堂

辻製油㈱

手駒銘茶センター(四日市商工会議所)

日印食品開発㈲(四日市商工会議所)

㈱ピーズプレアコーポレーション(ぎょうざ衛門)(四日市商工会議所)

㈱MIKURA(四日市商工会議所)

㈱レック

㈱A-LINE

㈱A-ONE

大台町商工会
(㈱セーフティ・リ・ファーム８８／㈱宮川物産)

尾鷲商工会議所(三和水産㈱)

尾鷲商工会議所(㈱ディーグリーン)

熊野商工会議所(㈱夢工房くまの／㈱黒毛和牛の岡田)

桑名三川商工会(㈱山盛堂本舗／
車久米穀販売㈲多度大社前店／白隆㈲)

桑名商工会議所(㈱UND-K(cafe' de UN Daniels))

桑名商工会議所(マルキュウ製麺所)

桑名商工会議所(㈱保田商店)

菰野町商工会(㈲日の出屋製菓／㈱アクア)

志摩市商工会(㈲伊勢志摩冷凍／㈱利八屋)

多気町商工会

多気町商工会(河武醸造㈱)

松阪商工会議所(奥野食品㈱)

松阪商工会議所(㈲かいだ食品)

松阪商工会議所(㈲深緑茶房)

松阪商工会議所(㈲牧野商店)

松阪商工会議所(㈲ミスズ)

松阪商工会議所(㈱柳屋奉善)

㈱丸寿海産

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(㈲マサヤ)

十六銀行

三重銀行

百五銀行

南伊勢町商工会(㈲山藤)

㈱鮎家

㈱ヴィラジュ ニシムラ

㈱扇庵

㈱奥村佃煮

共栄精密㈱

㈱三徳

高島地域雇用創造協議会

㈲鶴屋光信

日本アドバンストアグリ㈱

日本料理 魚庄

㈱東山八ツ橋本舗

琵琶水産㈲

米原市商工会(㈲魚万商店)

米原市商工会(オリテ米原)

米原市商工会(㈱カネイ岡)

㈱ミル総本社

㈱よこいファーム

㈱ワダケン／リアルソイルハウス

㈱アイガー

㈱青木光悦堂

㈱アドプランツコーポレーション

㈱イズム

㈱いとふ

海の京都DMO(磯野開化堂)

海の京都DMO(㈱タグイマーレ)

海の京都DMO(㈲廣瀬商店)

海の京都DMO(㈲やくの農業振興団)

エルアイティ㈱

お茶の京都DMO (㈲アトレ／きよ泉／東茶園／㈱野村佃煮)

㈱京菓堂

京都産業21(㈱上辻園)

京都産業21(㈱加悦ファーマーズライス)

京都産業21(佐々木酒造㈱)

京都産業21(テアニン㈱)

京都産業21(㈲みずほファーム)

京都府商工会連合会(㈱アシエンダ京都／レストラン ルスティク)

京都府商工会連合会(㈲田舎暮らし／天の酒喰食房)

京都府商工会連合会(　ちきり屋／㈱丹後岩木ファーム)
京都府商工会連合会
(㈱辻富(京都辻農園)／㈲山国さきがけセンター)

京都府商工会連合会(㈲中井製茶場／㈱鹿島屋)

京都府商工会連合会(舞妓の茶本舗／Hokuzan)

京葱SAMURAI㈱

こと京都㈱

㈱治元

㈱シューリキ

祥玉園製茶㈱

㈲タイムズクラブ

㈱築地蟹商

㈱テイスティ

㈱デザートプラン

鳥治食品㈱

㈱都和

㈲永田食品

㈱西陣屋

㈱ハマダセイ

森の京都DMO(㈱京都ハバネロの里)

㈱YASAI

㈱ヤバケイ

㈲和平

昭和交易㈱

㈱西友フーズ

タイシコーポレーション㈱

アイン食品㈱

芦屋プール・トゥジュール スウィーツ

アドバンス㈱

㈱キャニオンスパイス

㈱谷野

㈱チャンス

㈱冨貴食研

滋賀銀行

京都銀行

関西みらい銀行

池田泉州銀行

ふくや(㈱デリコジャパン)

㈱冨士屋本店

正氣屋製菓㈱／安井㈱

㈱美盛

㈱牛若納豆

㈱MDホールディングス

㈱柿の葉ずしヤマト

cafe'R+Rワッフルファクトリー

㈲華緑園本舗

㈱五條市青ネギ生産組合

㈱砂糖傳増尾商店

シンコー食産㈱

住江織物㈱

大商水産㈱

デリケア㈱

㈱ナカガワ

㈱中谷商事

㈱本家菊屋

㈱舞昆のこうはら

㈲水谷水産

㈱三輪そうめん小西

㈱三輪山本

上中化成㈱

㈱紀和農園プロダクツ

グリーンシステム㈱

㈱神戸屋

コーワプラス㈱

㈱小南農園

堺共同漬物㈱

㈱酒のかまくら

㈱早和果樹園

そらみつ㈱

㈱大覚総本舗

㈱匠創海

㈱一水産

㈲福亀堂

㈱フラット・フィールド・オペレーションズ

㈲港屋

淡路市商工会(㈱北坂たまご／㈱今井ファーム)

淡路市商工会(㈲くろだ／淡路島ファーム池上(㈱池上))

淡路市商工会(藤本水産㈱／㈱森水産)

淡路市商工会(ユーアールエー㈱／
フレッシュグループ淡路島(㈱フレッシュグループ))

㈱伍魚福

㈱コサナ

但馬漁業協同組合

㈱トキワ

養父市商工会(大徳醤油㈱／㈱谷常製菓／㈱樽正本店／やぶパートナーズ㈱)

因幡えびすの会 いなば糀善

いなばのジビエ推進協議会

永伸商事㈱

㈲カンダ技工

琴浦町商工会

大山乳業農業協同組合

宝福一㈲

㈲田中農場

鳥取県中部地域とりそらたかく

ブライアンテック㈲

㈱ホクニチ

㈱緑工房

雲南フードプロジェクト(㈱田部／木次乳業㈲／㈲本田商店)

㈱香り芽本舗

㈱門永水産

琴浦町商工会

境港水産物の販売促進を図る会(大海㈱／㈱島谷水産)

㈱サンライズ

㈱ゼンヤクノー

㈲玉木製麺

㈱地域商社とっとり

㈱茶三代一

南都銀行

紀陽銀行

但馬銀行

鳥取銀行

山陰合同銀行
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㈱隆祥房

度会町商工会
(一之瀬農業㈱／㈱新生わたらい茶／貴の園／    味工房わたらい)
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鳥取県中部地域とりそらたかく

㈱伯耆のきのこ

米子日吉津商工会

㈱One's.co

㈱愛翔

㈲織田製菓

尾道海産㈱

㈱カネソ22

カモ井食品工業㈱

果樂㈱／KARAKU INC.

川原食品㈱

㈱コジマヤ

サヌキ食品㈱

三幸食品工業㈱

食協㈱

㈱タナベ

㈱哲多すずらん食品加工

備中西商工会(㈱ビースプーン)

備中西商工会(ぼっこう堂)

備中西商工会(渡辺製麺所)

備北商工会(佐藤紅商店)

備北商工会(㈱三宅製菓本店)

福弥蒲鉾㈱

㈱藤井製麺

㈱山本屋

㈱リノ

阿川食品㈱

イトク食品㈱

㈱御菓子所高木

コスモ食品㈱

神石高原町役場(ナオライ神石高原㈱／㈱神石高原)

大興産業㈱

朋和商事㈱

㈱前田屋

増永食品㈱

まるか食品㈱

㈱もちっとフーズ

㈱イシカワ

㈱出雲ファーム

宇部蒲鉾㈱

倉橋島海産㈱

㈱島ごころ

㈱たけした

地域商社やまぐち㈱

㈱出来商店

㈲橋本商店

㈱マイナス600ミリボルト

㈱MIHORI

ヤマトフーズ㈱

石井町商工会 (鳴門金時蒸留所／大崎食品工業㈱／㈲若葉農園)

㈱サンマック

大松食品㈱

㈱トータス

徳島大水食品㈱

鳴門市(㈲うずしお食品／㈱にしきおり)

鳴門市(JA徳島北／㈲日本漢方医薬研究所)

㈲NORUCA

フランツ㈱

㈱丸本

牟岐町商工会(㈱泉源／木本食品㈲)

ヤマク食品㈱

石丸製麺㈱

㈱共栄食糧

銀四郎麺業㈱(香川県中小企業団体中央会)

㈲さぬき鳥本舗(香川県中小企業団体中央会)

㈱讃州(香川県中小企業団体中央会)

㈱志満秀

宝食品㈱

㈱ちきりや(香川県中小企業団体中央会)

㈱仁加屋(香川県中小企業団体中央会)

中国銀行

広島銀行

山口銀行

阿波銀行

百十四銀行

㈱禾 (香川県中小企業団体中央会)

㈱松浦唐立軒

丸一倉庫㈱(香川県中小企業団体中央会)

丸金食品㈱

㈱ミネック

㈱レアスウィート

朝日共販㈱

伊予商工会議所
(㈱Avec／三好食品／㈲漬新／㈲イヨエッグ)

㈲宇和島屋

㈲永久堂

愛媛うまいもの販売㈱

久万高原町商工会
(㈱髙野／ 柳谷産業開発公社)

㈱志賀商店

㈱世起

㈱谷本蒲鉾店

たぬき本舗㈱

㈱別子飴本舗

㈲堀田青果

㈱龍宮堂

高知県食品産業協議会

小松島商工会議所(市岡製菓㈱)

西南開発㈱

デュラム(石井町商工会)

㈱浜幸

夢産地とさやま開発公社

アイオ㈱

㈱大穂製作所

農事組合法人 香川ランチ

㈱主計物産

南州農場㈱

㈱フィールドベース

ベリーグッドファーム㈱

マルボシ酢㈱

㈱鰻楽

㈱天野商店

㈲エヌ・ティー・ケイ サブジ

オニマル食品㈱

久留米商工会議所(㈱アルテレゴ)

久留米商工会議所(兼貞物産㈱)

久留米商工会議所(クルメキッコー㈱)

久留米商工会議所(たけ屋)

久留米商工会議所(㈱種商)

久留米商工会議所(ベストアメニティ㈱)

久留米商工会議所(㈱紅乙女酒造)

久留米商工会議所(㈱堀内)

久留米商工会議所(㈱森光商店)

久留米商工会議所( れんこん)

㈱Global Stores

㈲アサヒ・アグリ佐賀(佐賀市北商工会)

㈱アスキー

㈱有明・潮風ファーム

㈱イケマコ(佐賀市南商工会)

井手食品㈲(吉野ヶ里町商工会)

㈱上場食肉

㈱えこびと農園(神埼市商工会)

㈱エヌケーフーズ(鹿島市・鹿島商工会議所)

㈱Ever Food

大串製菓店(神埼市商工会)

大坪製菓㈱／いづみやコーヒーロースターズ㈱／
焼鳥大成／モリタ(佐賀商工会議所)

かねすえ(小城市商工会)

川田食品(鹿島市・鹿島商工会議所)

川原食品㈱(佐賀市南商工会)

黒木農園(白石町商工会)

佐賀牛専門店 肉の三栄(江北町商工会)

㈱シークス

白玉饅頭 元祖 吉野屋(佐賀市北商工会)

㈱竹八(佐賀市南商工会)

手塚製麺(唐津上場商工会)

伊予銀行

四国銀行

西日本シティ銀行

筑邦銀行

北九州銀行

佐賀銀行

東京竹八㈱(小城市商工会)

㈱福ふく

㈲フジサン(小城市商工会)

㈱プレアデス

宝山九州㈱

馬郡蒲鉾㈱

松本アイス工房(唐津上場商工会)

窓乃梅酒造㈱(佐賀市南商工会)

㈱丸岡青果(鹿島市・鹿島商工会議所)

㈲マルハ園芸(白石町商工会)

丸秀醤油㈱

㈲丸洋商会

㈱萬坊

三田川ホルモン専門店(吉野ヶ里町商工会)

光吉農産(佐賀市南商工会)

㈱みろくや秀麺工房(みやき町商工会)

㈱森うなぎ屋

友幸素舎(佐賀市南商工会)

Relation Tea

六田旭豆本舗(みやき町商工会)

六田竹輪蒲鉾企業組合(みやき町商工会)

㈲和泉屋

雲仙市商工会(嘉祥㈱)

雲仙市商工会(㈱天洋丸)

雲仙市商工会(ナチュラルファーミング )

雲仙市商工会(㈱マルニ)

雲仙市商工会(三宅商店)

雲仙市商工会(㈱ヤマジョウ)

㈱大畑食品

大平製麺(南島原市商工会)

小浜食糧㈱

菓秀苑森長

㈲こじま

㈲島原創互物産(南島原市商工会)

㈱須崎屋(南島原市商工会)

㈱鯛福

竹市製麺(南島原市商工会)

チャイオーン㈱

チョーコー醤油㈱

㈱對馬原木しいたけ

㈱てら岡

東彼商工会(㈲西海園)

長崎県ブランド農産加工品「長崎四季畑」

長崎対馬地どり振興協議会
(長崎対馬地どり振興協議会／長崎県養鶏(農協))

㈱梅月堂

㈲原野製茶本舗

㈱ヒサダヤ

㈲菱甚(南島原市商工会)

㈲藤井からすみ店

㈱フジオカ

㈲ふるせ(南島原市商工会)

本多製麺㈲(南島原市商工会)

㈱松本ポートリー

㈱みそ半(南島原市商工会)

㈲明治屋商店

㈱大和製菓

㈾吉田屋(南島原市商工会)

㈱若宮水産

青紫蘇農場㈱( 熊本県物産振興協会)

エヴァウェイ㈱

㈱お茶の堀野園( 熊本県物産振興協会)

肌美和㈱( 熊本県物産振興協会)

㈱健成園( 熊本県物産振興協会)

㈲コウヤマ

千代の園酒造㈱( 熊本県物産振興協会)

㈱農業法人明るい農村天水( 熊本県物産振興協会)

原口製菓㈱( 熊本県物産振興協会)

㈱日の出屋( 熊本県物産振興協会)

㈲ひらやま

ブレッシングフェバー㈱

㈱平家屋( 熊本県物産振興協会)

㈱山内本店( 熊本県物産振興協会)

㈱山下果樹園( 熊本県物産振興協会)

十八銀行

肥後銀行

㈱四ツ山食品

㈱ルコラ( 熊本県物産振興協会)

㈲エイコー水産

大分銀行×宮崎銀行 地方創生連携ブース

㈲大分千歳村農産加工

㈱おおいた姫島

㈱タカフジ

㈱成美

㈲フードスタッフ

㈱マルトモ物産

㈱LINES

㈲有田牧畜産業

IPPEI Group㈱九州テーブル

㈱器

㈱英楽

大分銀行×宮崎銀行 地方創生連携ブース

Okazaki Food㈱

㈱オガワ食品

㈱カネヲト

㈱さかうえ

佐土原町商工会( フードマーク／㈱中村商店／㈲安田屋／㈱Milk Lab)

椎葉村商工会(椎葉屋／㈱森のめぐみ／㈱山茸)

㈱そら彩

南海食品㈱

㈱西ノ原牧場

日南麦酒㈱

㈱ニッチフーズ

ネオフーズ竹森㈱

㈱日向屋

㈱マスコ

㈱水永水産

㈲宮崎エヌフーズ

㈱みやざきサンミート季穣

ヤマエ食品工業㈱

㈱山野井

㈱お菓子の昭栄堂

桑山商事

坂元醸造㈱

㈱サンフレッシュ食品(出水商工会議所)

世紀産業㈱

㈱高浜蒲鉾(吉之助キッチン)

知名町商工会

㈲築地蒲鉾店(出水商工会議所)

㈱西尾(出水商工会議所)

西之表市(種子島沖ヶ浜田黒糖生産協同組合／㈲おかどめ／浜島商店)

日本なまず生産㈱

原口酒造㈱

日置市商工会(㈲伊集院物産)

㈱ヒガシマル

美山ハム(エービーフーズシステム㈱)

屋久島町商工会(丸喜商店)

屋久島町商工会(㈲屋久島八万寿茶園)

琉球黒糖㈱

㈱リンクドプロビンス

㈱アークス

青森県

暮四季33花みづき(㈲ニコー光斗)

太宰府参道 やす武(フレッシュフーズ九州)

マエカワテイスト㈱

㈱マサエイ水産加工

㈱森久エンジニアリング

やくの麺業㈱

大分銀行

宮崎銀行

鹿児島銀行

リッキービジネスソリューション
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地方銀行フードセレクションに来場したインフルエンサー
（「moguna」公式アンバダサー）の方々が投稿したInstagram

●BIO KORMA CURRY ●明宝ハム ●ぜいたく国産牛肉すい
株式会社八仙（きらぼし銀行）
https://www.instagram.com/p/B3JIvz4Haxh/

明宝特産物加工株式会社（十六銀行）
https://www.instagram.com/p/B2yc2XEpVUV/

アドバンス株式会社（池田泉州銀行）
https://www.instagram.com/p/B20p9F1ACOU/

https://moguna.com/https://gree-lifestyle.co.jp/



〒101-8570 東京都千代⽥区神⽥錦町三丁⽬11番地 精興⽵橋共同ビル TEL︓（03）3259-8518
URL︓http://www.jaic-vc.co.jp 東京証券取引所1部上場 （証券コード︓8518）

私たちは⽇本とアジアをつなぐ投資会社として
少⼦⾼齢化が進む社会に安⼼・安全で質と⽣産性の⾼い未来を創ります

㈱森久エンジニアリングと共同運営する
野菜⼯場（兵庫県丹波篠⼭市）の結球レタス

⽇本アジア投資㈱
代表取締役社⻑
下村哲朗

㈱森久エンジニアリング
取締役
森優 ⽒
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