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日時：令和4年10月21日（金）10時～16時30分
場所：びわ湖大津プリンスホテル 3階 プリンスホール

加工品全般

生鮮食品

要相談

帳合・直接どちらも可能。

https://www.infoconnect.jp/

7
株式会社　インフォコネクト
（エアライン機内食）

愛知県

エアラインでの機内食の提供や半製品などの材料供給を行っております。

ご当地商品や「ここでしか買えない」特別な商品。スーパーやコンビニに販
売していない商品他。

賞味期限が極端に短い商品、酒類、タバコ

月末締の翌月末払い希望 ,ＪＦＦ帳合希望。

出来る限り、全店案内可能な商品を希望。（北海道から沖縄まで）
小ロット希望

http://www.oasismsc.co.jp/

6
株式会社　オアシスＭＳＣ　神戸労災病院店
（小売・売店）

兵庫県

全国に34店舗（うち3店舗はファミリーマート）売店があり、30店舗レストラ
ンを経営しております。お客様に喜ばれる売り場づくりを目標としているの
で、季節感や癒し空間を大切にしております。

食品スーパーで販売できるもので、高品質なもの、美味しいもの、
お客様に喜んでいただけるものを日々探しています。

違法な物

要検討

帳合・直接どちらも可能。

http://aoi-sp.co.jp/food/index.html

5
株式会社　アオイサポート
（小売・スーパー）

大阪府

大阪市とその近隣都市にスーパーマーケット10店舗を展開しています。
フレッシュマーケットアオイ・ビズ市場館の2業態にて、
美味しいものにこだわった品揃えを強化しています。

産地直送の新鮮な野菜・オーガニックな商品・生産者こだわりのその土地に
しかない商品など

特に無し

現場取材・体験が可能であること。生産者の顔出しが可能であること。ECサ
イトの場合、注文が入った分のみの買取。

http://dingo.jpn.com/

4
株式会社ディンゴ
　（主にスポーツ選手のマネジメント）

大阪府

元ラグビー日本代表の大畑大介が、コロナ禍で出荷量が減り困っている生
産者の方の力になりたいと農業・漁業応援オンラインショップを立ち上げまし
た

青果およびこだわりの食材、ＥＣサイト販売商品

酒類、健康食品等

末締翌々月10日支払い

http://www.japanff.jp/

https://www.kohyo.co.jp/

3
株式会社ジャパンフロントファーム
（各種食品卸および開発・販売・営業支援事業）

大阪府

「食を通じて笑顔をつくる」をモットーに飲食店、量販店、百貨店様等へ青果
および全国のこだわり食材をご紹介、販売させていただいております。

2
株式会社　光洋
（小売業、スーパーマーケット））

大阪府

大阪・兵庫・京都・奈良に展開している約80店舗のスーパーマーケットです。
コーヨー・ピーコックのこだわり業態とマックスバリュの価格訴求型業態がご
ざいます。「鮮度に尖り、鮮度を磨く」をもっとうに、商品だけはなく、企業とし
ても、人としても「鮮度の尖端をゆく」企業です。

加工食品

特に無し

基本的には問屋経由でのお取引

加工食品　全般

非食品

各得意先直送納品もしくは当社センター納品
取引サイト：６０日

-

http://www.japonix.co.jp/

企業概要

1
株式会社ジャポニックス
（食品全般の卸・販売及び食品開発の企画から製造販売等）

大阪府

ジャポニックスは、小さくても光る、おいしい、こだわりの地域商品を世に出し
続けることが当社の使命、そして日本の食文化の保護や発展に貢献すること
になると信じ、これからもメーカーとお店、そして消費者をつなぐ力強い手で
ありたいと考えています。
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面白い変わった商品・食材を探しています。

特に無し

帳合・直接どちらも可能。

http://gainerz.com/

15
株式会社Gainerz
（キッチンカー事業、冷凍事業）

兵庫県

キッチンカー事業のサポートと特殊冷凍食品の製造・仕込みの簡略化、食品
ロスゼロを目標にトータルサービスを提供させていただきます。

サラダ・惣菜の原材料で百貨店で販売できる食材

原材料で土のついた原材料(野菜類等)・生肉は衛生的に取り扱い不可で
す。

月末締翌20日払い、帳合・直接取引どちらも可能。

消費期限が最低７日以上の商品

http://www.miyakofoods.com/

14
ミヤコフーズ株式会社
（中食、流通・小売関連 食品関連）

大阪府

関西の百貨店中心にサラダショップ(計り売りがメイン)展開しております。サ
ラダの製造から販売までをする会社です。

珍しい食材・ここでしか買えない食材

精魚

都度ご商談させて下さい

直接取引可能

http://www.taiyou-net.jp/

13
大洋産業株式会社
（食品・食材卸および商品開発・メニュー開発支援事業）

兵庫県

関西一円の外食産業や中食産業・老人ホーム・病院など”食”を必要とされ
ているお客様に食材をご提供している総合食品商社です。

他店ではあまり販売されていない青果を探しています。

特に無し

直接取引可能

https://tenpurasasaki.jimdofree.com/

12
天ぷらささき
（飲食店）

大阪府

オープン3年目の小さな天ぷら屋です。旬の食材を気軽に楽しんでいただく
お店です。旬のお野菜にこだわっています。

食品全般
原材料や製法のこだわり等、ご当地〈滋賀〉ならではの商品にて提案希望で
す。

特に無し

直接取引可能※原則直接取引希望

https://digital-axe.co.jp/

11
株式会社デシタルアックス
（小売業）

大阪府

ギフトプラットフォーム事業：美食うまいもん市場
全国の美味しい食材や名産を手軽に贈る新しいプレゼントのカタチ「ボック
ス型ギフト」。ブランド肉や海産品などの食材をカタログ形式でボックスに収
めたギフトとなっております。全国選りすぐりの食材や名産品を手軽にプレゼ
ントすることができるビジネスモデルを展開中です。

生鮮～食品菓子など全般

精肉・精魚

直接取引可能

http://www.facio-foods.com/

10
株式会社Facio
（小売業）

滋賀県

地元に密着したスーパーマーケットを展開しています。毎月、滋賀のうまいも
ん市と題しまして、高島フェアや湖北フェアを開催しております。当社は小さい
会社ですが、滋賀のおいしい商品などを地域の方にもっと知ってもらいたく
セレクトショップを兼ね備えた店作りをしています。

販売企画を同時にしてくれる滋賀の良さを出した野菜、果物
（生産者が店頭販売に来てくれる企画など）

特になし

月末締め翌20日払い、銀行振り込み手数料：業者負担

帳合・直接どちらも可能。

http://www.friendfood.jp/

9
フレンドフーズ有限会社
（小売業）

京都府

本来、小売店の社会的使命とは、無限にある商品の中からお客様に代わり、
プロとしての目利きでより良い商品を選別してご提供するものだと思います。
当店では全国から美味しく、少なくとも体に悪くはない食品だけを厳選して
販売いたしております。また、日本の伝統食品は姿を消すばかりです。食品業
界の絶滅危惧種、言い換えれば「日本の宝」です。フレンドフーズは、微力な
がら日本の宝を守りたく努力している「おいしさ専門店」を目指します！

B級品などでフードロスで活用できる食材、
他店ではあまり販売されていない青果を探しています

特に無し

帳合・直接どちらも可能。

https://www.miyagamiya.jp/

8
株式会社　Ｍフードコンサルティング
　（飲食コンサルティング）

大阪府

大阪発祥カレー鍋専門店のお店を経営しながら、飲食コンサルティング。商
品開発、ブランディング、オープンコンサル、など本年度より施設給食事業に
も参入。食べる事を思い出してをコンセプトに契約数増加中
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19
株式会社リバユース
（飲食）

22
株式会社近鉄百貨店　草津店
（百貨店）

滋賀県

21
生活協同組合コープしが
（供給事業）

滋賀県

生協の役割は組合員の暮らしを良くすることです。事業を通じて組合員の想いや願い
を実現できるよう、組合員の声に耳を傾けています。生協の商品やサービスの一つひ
とつが組合員の声から生まれ改善されており、安心で安全な商品をという願いにこた

えて開発された商品が取り揃っております。

商品および食材全般

酒類、お酒の入った商品

要相談、PL保険加入、食品法令順守していること

直接取引可能

http://meitetsu-restaurant.com/

http://www.umino-eki.jp/biwakoohashi/

http://www.d-kintetsu.co.jp/store/kusatsu/

https://www.pak2.com/

要相談

多賀SA上り線をはじめ、東海地方を中心に5つのサービスエリアを営業して
おります。高速道路にお立ち寄り頂くお客様に地元の商品および食材をご紹
介できます。

滋賀県の食材を使った加工食品等。また県内で作られた珍しい農産物等を
探しております。

農産品、畜産品、加工食品、水産品、菓子、調味料

県外産の商品

要相談

-

近鉄百貨店草津店1階食品フロアにあります「近江路」では、新たな「滋賀
の魅力を発見する」をテーマに滋賀県の産品を集積販売しております。店頭
販売、ECサイトでの販売を検討させていただきます。

20
株式会社　GENGE CORPORATION
（賤ヶ岳サービスエリア上り線）

滋賀県

メーカー様や作り手様の思いが伝わる様にお客様に案内、販売しておりま
す。

滋賀県産原料を使った商品を探しています。滋賀県産原料を使った菓子
（特に洋菓子）・漬物（特にその地域の特産品を使ったもの）・チルド総菜・
滋賀県産米粉を使ったパンなど

安全性や環境に配慮しない商品

金属検知器・eBASE仕様書（金属探知機または目視以外の異物混入防止
工程があることが必須）、希望売価150円以内、賞味期限が5日以上のもの

帳合希望

食品全般

特になし

滋賀の野菜、琵琶湖の天然魚、鮒寿しなどの加工品、調味料など

特に無し

商品によって異なる

帳合・直接どちらも可能。

http://revalues.jp/

年配の方が好まれる商品

お酒

買取　委託　等

-

www.genge.co.jp

大阪府

飲食店を7店舗運営しています。海鮮業態が得意です。

ジェラートに使用できそうなB級フルーツ、麦ホップを栽培していただける農
家様

特に無し

商品によって異なる

帳合・直接どちらも可能。

http://f-initiate.co.jp/

18
株式会社イニシエート
（飲食）

大阪府

大阪梅田中心に20店舗運営。
ひとつの業態にとらわれず、様々な展開しております。

滋賀の食材を使ったスイーツ

特に無し

帳合・直接どちらも可能。

https://hysteric-jam.com/

17
JAMMY JAM株式会社
（飲食店）

兵庫県

「ヒステリックジャム」という店舗を運営しています。クレープ、かき氷などのス
イーツの販売。別店舗ではフライドチキン、ハンバーガーの販売もしています。

食品全般

特になし

大洋産業㈱様帳合での仕入れを希望

https://www.nadeshiko20120702.jp/

16
株式会社NADESHIKO
（飲食店）

大阪府

カレーうどん専門店です。
国産小麦100%使用し、圧力釜で湯がいた麺は独特な食感です。
4種類のカレー粉を独自配合し焼きトマトペーストを使用したカレールーにこ
だわっております。オンラインショップもございます。

24
株式会社名鉄レストラン
（多賀SA上）

滋賀県

23
琵琶湖汽船　株式会社
（道の駅びわ湖大橋米プラザ）

滋賀県
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※順次追加バイヤー（5社程度）発表予定

25
株式会社島津総合サービス
（シェアードサービス）

滋賀県

28
ドリームフーズ株式会社
（飲食店、製造）

滋賀県

飲食店、食品製造販売。ちゃんぽん亭総本家などそば業態、居酒屋の運営と
だし麺製造を行っております。

26
近江鉄道株式会社
（賤ケ岳サービスエリア下り線）

滋賀県

食品を中心に幅広い商品
１．食品全般 (売店内での販売、通販、催事販売)
２．生活雑貨 (通販、催事販売)
３．健康/美容商品 (通販、催事販売)

特に無し

直接取引可能・要相談

https://www.shimadzu.co.jp/sgs/index.html

滋賀県最北のサービスエリアです。「山小屋」をコンセプトとした館内は訪れ
る人々にぬくもりをあたえ、明るく親切丁寧なスタッフがお客様をお迎えしま
す。また、一般道からご利用いただけるふらっとパークも完備しています。

弊社は島津製作所グループの従業員向け福利厚生サービスおよび各種サ
ポートを行う企業です。中でもグループ社員に向けた商品の斡旋販売業務
（職域販売）には力をいれており、昼休み時間や定時後時間を利用しての展
示即売会を開催、チラシ、社内通販サイトの申込による各種商品の斡旋を
行っています。また島津製作所敷地内で売店を3店舗運営しており、お菓子
等(食品)を独自で仕入れて販売しております。その他、お昼ご飯類も仕入れ
販売をしております。

https://chanpontei.com/

主に食品。利益率の高い商品。

特に無し

商品によって異なる

https://www.ohmitetudo.co.jp/shizugatake/

新鮮な食材、地域特有の土産物

特に無し

要相談、直接取引可能

27
株式会社KRホールディングス
（賤ケ岳サービスエリア上り線）

滋賀県

北陸自動車道の上り線（米原方面）、滋賀県で最初のサービスエリアです。
北陸の商材をはじめ、滋賀県ならではの商材を使用し商品展開しておりま
す。お土産コーナー、フードコート、テイクアウト等を運営しております。

食品全般

酒類、お酒の入った商品

商品によって異なる

直接取引可能

https://www.food-kr.com/

29
株式会社Fフロント
（スーパーマーケット）

東京都

神戸・西宮で5店舗のスーパーマーケットを管理・運営しております。

食品全般

特に無し

要相談
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