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商談会名 地方創生『食の魅力』発見商談会2018（第8回）

開催日時 2018年6月20日（水）　10時～16時

会　　場 TRC東京流通センター　A・B・C・D・Fホール

主　　催 地方創生『食の魅力』発見商談会 実行委員会
リッキービジネスソリューション株式会社

後　　援 (一社)第二地方銀行協会、農林水産省、総務省、経済産業省、金融庁、観光庁、日本政策金融公庫、日本商工会議所、
日本小売業協会、全国商工会連合会、内閣府認定公益社団法人 全日本司厨士協会、岩手県、宮城県、山形県、
福島県、群馬県、千葉県、新潟県、福井県、長野県、三重県、滋賀県、兵庫県、岡山県、徳島県、香川県、高知県、
佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、山形市

◎主催銀行一覧（31行）

本商談会は第8回目を迎え、
主催銀行31行、出展社数261社、来場者数2,618名と過去最大の規模となりました。

2，216名

520名
737名 839名

1,451名
1,623名

◎来場者数

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目

2，527名

221社

77社
101社

115社
130社

180社

◎出展社数

2011年　2012年     2013年      2014年     2015年    2016年    2017年     2018年

23行 25行 24行 25行 28行 30行 30行

243社

主催銀行数

主催行を代表し、東和銀行 吉永國光頭取
よりご挨拶をいただきました。

金融庁 監督局銀行第二課　地域金融生産性向上支援室長
日下智晴様より、ご祝辞をいただきました。

31行

261社

2011年　 2012年    2013年     2014年     2015年     2016年      2017年    2018年

8回目

2,618名
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Q1.本商談会に来場されていかがでしたか？ Q2.次回も来場したいと思いますか？ Q3.　あなたは商品の購買に関して
決裁権を持っていますか？ 

来場バイヤー 名

三越伊勢丹、大丸松坂屋百貨店、成城石井、明治屋、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ホテル東京、JR九州フードサービス、コロワイドMD、キリンシティ、
セブン-イレブン・ジャパン、イオンリテール、三菱食品、伊藤忠食品、日本アクセス、
ジェイアール東日本商事、JALUX、ヴィレッジヴァンガードプレース  その他多数来場

(前年度　2,572名）

主な来場バイヤー

全463商談をセッティングしました。

84社130名のバイヤーにご参加いただき、

確度の高い商談をしていただくため、本商談会では
第1回目より「事前予約制個別商談会」を実施しています。

大変満足
19%

満足 67%

普通
14%

はい

１００％

来場バイヤーの声～感想をお聞かせください～

決裁権を持っていますか？ 

持っている

 49%影響力がある

40%

持って
いない
11%

●初めて来場しましたが、出展社の熱意が強いことと、銀行・行政のサポートも加わり、
　実際の商売に繋げやすい気がした。（小売）

2,618

●地方の珍しい食材が多く、大手が集う展示会とは違った良さと発見があった。（通販）
●担当銀行の方がアテンドしてくれたので、大変よかった。（百貨店）
●事務局と地方銀行の繋がりによる出展メーカーのバラエティが充実しており、出展社
　だけでなく各銀行も「商談に繋げたい」という強い意志が感じられ、短い時間ながら
　大変充実した商談が出来た。（通販）
●各県別の情報を収集できたことが収穫だった。（外食）
●他の展示会と比べて、出展社のやる気度合いが高く、熱意を感じた。（スーパー）

【新企画】来場者抽選コーナー
来場バイヤーにその場で当たる抽選会を開催しました。
今回は広島県の商品をバイヤーの皆様へPRしました。

来場者の86%が
「大変満足」、「満足」と回答

来場バイヤーのアンケート集計結果 ※小数点以下は切捨てて掲載しています。
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Q1.本商談会に出展されていかがでしたか？ Q2.来場者の質は
　　 いかがでしたか？

大変満足

33%
満足
60%

普通  7%
かがでしたか

大変満足

22%

満足
66%

普通
12％

Q3.事前予約制個別商談会は
          いかがでしたか？         いかがでしたか？

大変満足

21%

満足

52%

普通
27%

出展社の声
Q.出展された感想をお聞かせください。

Q.【事前予約制個別商談会】はいかがでしたか？

名刺交換をした
各ブースへの来訪者数

平均　　　　件64

当日成約した
商談件数

約　　　　　件190

継続して商談を
進める件数

約　　　　　　　件3,315

●ひやかしではなく、本当に商品を探している来場者が多くて良かった。（岩手県/製麺）
●銀行・出展社・来場者の一体感を感じた。（東京都/その他）
●初めての出展でしたが、予想以上の集客に驚いた。（長野県/加工食品）
●お客様の来場数、内容ともに充実していた。（高知県/水産品）
●バイヤーの質も高く、商談自体も詰まった話ができ、充実した一日だった。（福岡県/製茶）

●質の高い話ができて良かった。（岩手県/加工食品）
●ロット数が多く見込めたので良かった。（愛知県/製菓）
●じっくりと商談ができ、内容の濃い話ができて良かった。（大阪府/加工食品）
●前向きな商談ばかりで、成約に結びつくようフォローしたい。（高知県/畜産品）
●ブースにバイヤーが来られて、陳列などブースの雰囲気も伝えながら商談できた。（福岡県/加工食品）

出展社の93%が
「大変満足」、「満足」と回答!

※小数点以下は切捨てて掲載しています。
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(商談会前日開催）

■日興薬品工業株式会社　【愛知県】担当銀行：名古屋銀行  

■有限会社渡邉水産　 【佐賀県】担当銀行：佐賀共栄銀行
初出展で飲食店や海外輸出先との成約が決まりました。ブースの装飾はシンプルに
しながら、自社商品が引き立つように配置しました。スタッフの衣装も自社カラーと
合わせるなど、PR方法の工夫を真剣に考えました。またバイヤーの方からギフト用
や業務用などの取り扱い方を教えていただくなど大変有意義な商談会になりました。

テーマ : ローソンと成城石井の商品開発と今後の取組み

 

＜講 師> 株式会社成城石井　商品本部　副本部長　鈴木　嘉之 氏

テーマ : 攻めと守りの販路開拓～信用管理について～ 
＜講 師> リッキービジネスソリューション株式会社　代表取締役　澁谷　耕一

・
             

【新企画】新商品展示コーナー
新企画として「新商品展示コーナー」を実施しました。
50社の『発売から1年以内或いはこれから発売される新商品』
を一堂に展示し、PRしました。
多くの来場者が新商品の情報をチェックし、賑わいました。

第一部

第二部

●セミナー内容が実体験に基づいていて面白かった。
●商品開発のヒントとなる話が多く、大変勉強になった。
●今後に活かせる内容だったので、早速取り入れたいと思った。
●商品開発での心得や大事なことなど、改めて考えることができた。
●ヒットにつながるための取り組み方を学ぶことができて良かった。

セミナー参加者の声

出展社同士のマッチング
バイヤーのみならず、全国の出展社同士でも交流を図る場を
セッティングしました。
互いのニーズを事前に共有し合い、より密な商談・交流を
行いました。

出展社向けセミナー開催

初出展で大手商社との成約が決まりました。商談会当日は、銀行の方がバイヤーの方を
スムーズに弊社担当者に取り次いでくれたおかげで、商談も効率的に進みました。
自社商品のパッケージは、それだけで商品PRができるデザインになっているので、
特別な小間装飾は必要なく、商品の陳列を工夫するだけでPRすることができました。

当日成約件数：10件

当日成約件数：10件

出展社インタビュー
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出展社一覧　（銀行別　50音順）

株式会社榊苑

ききららややかか銀銀行行 月夜野クラフトビール株式会社 名名古古屋屋銀銀行行 高高知知銀銀行行
産水島の沖社会式株ズーフ葵社会限有マレプ社会式株社会式株菓米田酒

社会式株売販品産特県知高社会式株堂桁井屋和大社会式株りぐあ直産社会式株
ズーフらうめさ社会限有茂魚社会限有麺製野吉社会式株社会式株品食物漬和三

商健国四社会式株ーシ・ィデ・ヌエ社会式株ズーフTY社会式株店本屋木鈴
たいようパン株式会社 京京葉葉銀銀行行 株式会社オジマ食品工業所 しまんと百笑かんぱに株式会社

ツーィウス社会式株12ィリナャキ社会式株社会式株造酒薫東/社会式株品食柳青商達社会限有
広末社会式株園嘉香社会式株店商宮池社会式株舗茶園野丹社会式株
店商さまけた社会式株トイエリク林小県葉千/園農かなた柏社会式株卵鶏澤半社会式株

北北日日本本銀銀行行

合組荷出直産賀佐佐土社会限有合組同協工加鶏食部南市屋古名県葉千/門衛左惣社会式株場農黒石社会限有
トクェジロプ気元水清佐土社会式株社会式株業工品薬興日やぱっ葉社会限有　1 トクェジロプ見発力魅の食てわい

社会式株食佐土社会式株類魚松浜県葉千/)社会式株輸運ーコンセ柏(omolPegeV2 トクェジロプ見発力魅の食てわい
ーリミァフごまたトモシニ社会限有スビーサドーフ社会式株県葉千/ーミルベ社会限有トーミズーマーァフ手岩社会式株

んうらぶ社会式株社会限有菓製堂桑扶社会式株産水岡松社会式株蔵冷川及
園農きざかお・堀社会式株社会式株品食ーリトーポト丸邑埜實社会式株せろひ舗老子菓御社会式株

株式会社兼平製麺所 東東日日本本銀銀行行
社会限有このき田横店本屋柳社会式株社会式株品食亜細亜浪大 舗本いべんせ子の亀社会式株

活生機有・ーイ社会式株麺製舘北社会式株 中中京京銀銀行行 福福岡岡中中央央銀銀行行
obal ypotA社会式株ENIL-A社会式株トスレクータンイ社会式株やみとも屋麹社会式株

)岡福シヨツミ社会限有(房工鴨多博社会式株スグンィデルーホ・ィテシ会商スクッザイア・スエ社会式株店商戸越社会式株
庵美風多博社会式株園農里のごまた社会式株スエイアージ社会限有社会式株造醸長々佐

)社会限有琲珈崎井(琲珈ーニハ社本琲珈ンイタンボ社会式株社会式株品食牛水社会式株品食ずみし
舗本茶製野原社会限有店商栄丸社会限有 e World JapanurT社会式株舗本年百茶精社会式株

麺製村西社会式株社会式株麦精源高 第第三三銀銀行行 和菓子処清致庵
佐佐賀賀共共栄栄銀銀行行

株式会社肉のふがね 東東京京ススタターー銀銀行行 ホンダロジコム株式会社 いづみやコーヒーロースターズ株式会社
園農とびこえ社会式株惣丸社会式株ンケリトッマニユ社会式株社会式株業工品食ウョシコハ

株式会社バンザイ・ファクトリー 神神奈奈川川銀銀行行 関関西西アアーーババンン銀銀行行 株式会社キヨトク
株式会社マルケン菊地商店 株式会社いしいフードプランニング 大沢ホールディングス株式会社 玄海漬株式会社

や嶋小社会式株ンパャジ・ネルカ社会式株路小魚社会式株越丸社会式株
仙仙台台銀銀行行 薬製心誠社会式株社会式株造酒島北ムテスシノクテ社会式株

芸園ハルマ社会限有社会式株品食松大浜横ムテスシ・ドーフ社会式株店商渡石社会式株
産水邉渡社会限有社会式株リグアトスンバドア本日ヨチヤ社会式株遊海社会式株

ヤシナマヤ社会式株品食野菅社会式株 みみななとと銀銀行行 熊熊本本銀銀行行
レーミェツッラグ社会式株上池社会式株翔若社会式株村うこんけ社会式株

水月堂物産株式会社 大大光光銀銀行行
ビンバジフ社会式株社会式株ルプイメ粟宍崎岩社会式株ーィテフーセ社会式株

事商島高社会式株田和ばそ谷千小社会限有産水葉八社会式株 豊豊和和銀銀行行

ンラプトーザデ社会式株園農林森潟新社会限有店商屋形山社会式株 宮宮崎崎太太陽陽銀銀行行
園ブーハみうちうトッネ菜野産特社会式株)屋室雪後越(合組同協業事ドンラブ室雪たがいに社会式株産水塚平徳山

福福島島銀銀行行 長長野野銀銀行行 麺製北川社会式株社会式株麻製本日
株式会社いわきチョコレート アルプス物産株式会社 島島根根銀銀行行 宮崎県都城市

店商田本社会限有庄の川小社会式株きざのお社会式株 南南日日本本銀銀行行
スキオ社会式株ズーフグンキック田益社会式株ズーフ温冷木の柿社会式株京河社会式株
場農芋唐社会式株社会式株品食女若品食和協社会式株社会式株トンラプクルミ村木

社会式株ンイワ濃信餡製山郡社会式株 トトママトト銀銀行行 有限会社九面屋
堂海南社会式株MQR社会式株品食栄信社会式株会議協進推大拡要需米産市河白

社会限有茶製タンヘ社会式株スビーサトール山岡国王然自州信社会式株社会式株油醤鈴玉
販食ンナビ社会式株社会式株ーニパンカ・ルライマス社会式株業産栄東 リリッッキキーービビジジネネススソソリリュューーシショョンン

醸仙社会式株社会式株品食屋野西 徳徳島島銀銀行行 オイシックスドット大地株式会社
品食戸木社会式株会議協進推略戦ドンラブましつまこ堂和善社会式株ヤラムキーュニ社会限有
社会式株都京とこ設建鉾高社会式株CLL NETOHS ADARAHンイランオ・アィテンロフ社会限有

館子餃宮都宇 品食らくさ社会限有)園農村吉・んこんれ花(所役市門鳴品食ワツマ社会式株園菜かどま社会式株
ーニパンカしはけかの食社会式株ーバンラキシニ社会式株社会式株油醤ヰルマ社会式株ルマイラプ稲御

山吉青果食品株式会社（福島県食品産業協議会） 品食玄信社会式株ずーエリムソ家農社会式株造醸正丸社会式株
ズンョシーケニュミコ京東ビレテ社会式株社会式株業工品食ーニハ田野社会式株事商勢美会議協発開品産特町祭矢

大大東東銀銀行行 福福邦邦銀銀行行 活生然天社会式株苑浅丸社会限有
社会式株ズーフンゼリト社会式株品食クマヤプールグタワイ社会式株産物津会社会式株

福島アグリネットワーク 株式会社越前隊 香香川川銀銀行行 日本いりぬか工業会
グンィウトルェフトーハ社会式株洋.tnemref社会式株ドンハトッアDOOF ROBHGIEN社会式株店商サマヤ

東東和和銀銀行行 社会式株産物根箱糧食栄共社会式株ルーュジレプ社会式株

りまだひンデーガーワラフ軒立唐浦松社会式株ゴマヤ社会式株画企イブドンアーエ社会式株
スクッルブ社会式株社会式株業麺サ民社会式株トーレコョチ井横翁社会式株

ンパャジカナボ社会式株社会式株品食ハマヤ又米社会限有園農井金社会式株
株式会社クリチク 愛愛知知銀銀行行 愛愛媛媛銀銀行行 有限会社麺の清水屋

場市果青島和宇社会式株スビーサドーフエニカ社会式株屋糀社会式株
社会式株路道央中モトニク社会式株社会式株造酒藤近

ムーァフンモレールブ社会式株イセクタ社会式株社会式株品食和三
社会式株産物ーノルマ両万花社会式株栄信社会式株

園皿三社会限有社会式株業産屋古社会式株 muaB teewS
名門サカイ株式会社
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来場バイヤー一覧　 ★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。

※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、
　企画運営事務局が分類したものではありません。

（一部抜粋/順不同）

デデパパーートト 社会式株産農黒目店貨百急東社会式株ドーダンタス社会式株
ブィデンレセ社会限有便おつっご社会式株社会式株ンパャジーョシイダ丹勢伊越三社会式株★

社会式株ババリアhsul rennid社会式株店貨百急東社会式株★ 食食品品商商社社・・食食品品卸卸売売（（海海外外））
社会式株易貿ルラトンセCK★健緑ヒサア社会式株社会式株スーレプドーガンァヴジッレィヴ店貨百屋坂松丸大社会式株★

社会式株物貨空航京東★ルーシセ・スノィデ社会式株ルブーテーダンワ社会式株店貨百急田小社会式株★
スグンィデルーホグンニイダ本日社会式株店貨百武東社会式株★ 食食品品加加工工 ★河田トレーディング株式会社

活生機有・ーイ社会式株★ズーフンブセ社会式株yrotcafCiO社会式株井丸社会式株★
オシナ社会式株★栄阪社会式株ーニパンカービイアグーリービザサ社会式株屋島高社会式株

トスーァフ社会式株★家本総屋田島ムテスシムーリド繁牛社会式株店貨百王京社会式株
屋星山社会式株★社会式株ヤダマシグンニイダズーナトーパ社会式株店丘ヶ星 越三屋古名社会式株

社会式株グンィデーレト・プットズーフーニソイア社会式株ズーフミズイーオ社会式株店貨百宮都宇武東社会式株
社会式株産物テンモ社会式株ーバェフグンシッレブ花の梅社会式株武西・うごそ社会式株

ドーレトータンイPAT社会式株社会式株業工品食藤佐ーリオセ社会式株店貨百広丸社会式株
イラーョシ社会式株イザクョシ社会式株社会式株品食ータスア座銀店貨百屋田福社会式株

会商王三社会式株社会式株ーヨンサ家二不ルナョシナータンイズンイレ社会式株構機発開ズーアトストンメトーパデ本日全
ススーーパパーー 堂洋三社会式株ズーフ屋美丸社会式株社会式株スビーサドーフ速高港空ルヤイロ

組澤野社会式株社会式株ジッレバビートッニ社会式株トスホルヤイロ社会式株ーニユ★
社会式株スビーサ配集空航社会限有スビーサ・スネジビ・ンパャジ社会式株ルヤイロ屋治明社会式株★

ーニャキ社会式株屋浦三社会式株★ 食食品品商商社社・・食食品品卸卸売売（（国国内内）） 石光商事株式会社
社会式株ータンセ茶緑本日社会式株品食菱三★SKROWROVALF社会式株ツエルマ社会式株★

社会式株品食忠藤伊★くふねか京東社会式株アトス急京社会式株★ 食食品品製製造造
社会式株ービルカスセクア本日社会式株★ルーア・ーィデ社会式株やまた社会式株★

治明社会式株社会式株社本プールグ分国★楽聚社会式株ヤクフ社会式株★
スグンィデルーホ園谷永社会式株社会式株トイエリクドーフ分国★ズーフスウハンーリグ社会式株ジフ社会式株★

園谷永社会式株社会式株売販類酒本日★社会式株ーニパンカ・ェフカルイタスドーフイアムエ社会式株
社会式株社本プールグ品食スウハ事商本日東ルーアイェジ社会式株★トンロフメルグ急東社会式株社会式株ルーテリンオイ

社会式株ルービヒサア店商味五社会式株★社会式株ーニムチ堂カーヨートイ社会式株
穀米屋角社会式株社会式株ズーフイア・チイエ★スネプッィテ社会式株cipmylO社会式株

サミット株式会社 ココンンビビニニエエンンスススストトアア 社本CFャニーロボ社会式株XULAJ社会式株★
ーョシイダ社会式株ーニパンカGQC社会式株★フエーリス社会式株★社会式株レコア

屋虎社会式株スビーサドーフンパャジ7G社会式株★ンパャジ・ンブレイ-ンブセ社会式株社会式株トーマーニサ

屋治明社会式株ズーフージーオ社会式株★トーマーリミァフ社会式株シヨカタ社会式株
ーノクヤンゼ社会式株ンパャジーシジシ社会式株★ラプポ社会式株品食屋濃信社会式株
社会式株業乳井岩小事商ーノイセ社会式株★社会式株プットスニミuaesio社会式株
品食文紀社会式株トクタンコルナソーパ社会式株★ICS社会式株ヤタリナ社会式株

社会式株七ねかワガセハ社会式株★トッネルーテリ本日東RJ社会式株道海北ンオイ社会式株
株式会社キラヤ 給給食食 菱丸社会式株品食進大社会式株★

園谷永社会式株堂雅悠社会式株★社会式株産興井三船商★スクルベンサ社会式株
堂月凬京東社会式株山髙社会式株★社会式株スビーサムーエるべらみーパース社会式株

トハ東社会式株社会式株品食凍冷賀佐★ムテスシンラトスレ急田小社会式株キザマヤーパース社会式株
社会式株クルミグメ印雪社会式株ルナョシナータンイ屋歯★会食給校学県川奈神人法団財益公ーアトスダケタ社会式株

社会式株研食東大社会式株発開品食★社会式株食給森シヤハ社会式株
ンバンロコ社会式株会の用活源資域地人法団社般一★ズムテスシズーフ京東社会式株ータンセシヨルマ社会式株
社会式株ロチニハルマ條北社会限有★アピンリオ社会式株ーコオヤ社会式株

社会式株品食井三COEL社会式株スーバニユ社会式株 食食品品関関連連のの専専門門店店・・小小売売
社会式株スーレプドーガンァヴジッレィヴ★社会式株事商空日全スルア社会式株店商渕間社会式株

んかんひくょし　店貨百本日★社会式株ズーフANA社会式株業総栄真一魚屋河駿社会式株
株式会社石井商店 食食材材宅宅配配 社会式株ンョシーレポーコスーホドッレ★社会式株トーポサスネジビ分国

堂子太社会式株★社会式株州九分国京東イケシヨ社会式株★コルセ葉千社会式株
テーホキ・ンド社会式株社会式株圏都首分国社会式株発開イケシヨ屋村中井平社会式株

店商渕間社会式株んれの花座銀社会式株社会式株やーぼゅしっぃでら社会式株品食本日全
屋かいさ社会式株社会式株売販品食AKEDAンブクョシ社会式株社会式株事商二不
イケシヨ社会式株社会式株ズーフトーミ農全AJ社会式株地大トッドスクッシイオ社会式株事商辰北

社会式株ルーテリンオイ社会式株品食みなおあンブクョシ社会式株ンパャジ・ーパース・ィテシ社会限有
ホホテテルル・・ブブラライイダダルル 食食品品をを扱扱うう通通販販 インターナショナルハーベスト株式会社 株式会社代官山ワークス

ムエ・チイエ社会式株社会式株品食カネカグンジイダンャチーマ越三PJ★ルテホスンリプ社会式株★
社会式株園農座銀社会式株ーシフエージ社会式株ルーテリンオイ★京東ルテホルタンネチンコータンイANA★
スムービ社会式株社会式株品食ナバチタ社会式株ムコセ★場台 京東ーコッニドンラグ★

社本ィデレーガュシ社会式株社会式株事商カタマヤグンィテケーマフイラトウバアルーオ社会式株★社会式株ルテホ本日★
シヨキトモツマ社会式株社会式株売販のもいまう媛愛びなるぐ社会式株★社本総プールグ園芳八社会式株

社会式株品食旭ルェシッィフ社会式株★園芳八社会式株 惣惣菜菜・・弁弁当当・・中中食食
GULG社会式株★社会式株業産藤加社会式株ンチッキルバーログ京東荘山椿ルテホ社会式株光観田藤
鮨だよち社会式株社会式株ンョシーレポーコ華社会式株イヘイタ社会式株プールグ語物泉温戸江大
社会式株品食忠大ドーシクエ社会式株社会式株ーリトクァフンュチーォフ社会式株ツーゾリ&ズルテホトスラト森
社会式株ムハスデンア場市魚津更木社会式株社会式株ルべンリ社会式株ルテホーュビ本日

トンラプズーフ半今町形人社会式株渡海ルーワトエ社会式株社会式株ンョシーレポーコスーホドッレンョシーレポーコオリプ社会式株
ムカルェウ社会式株ドンラこのき社会式株南城里の茶お社会式株京東ルテホの庭

外外食食 ルーィフーィテバリ社会式株ズーフーニサ社会式株化文食社会式株
社会式株ズーフオシニイオリンサ社会式株発開報情売読社会式株社会式株スビーサドーフ州九RJ★

ドルーィフ・クッロ社会式株ャシシウド社会式株社会式株商通幸三ーヨキートーユニ社会式株★
ュシッレフイレチニ社会式株ーシクッテーオ社会式株DMドイワロコ社会式株★ そそのの他他

社会式株ムズリーツブラク★村中トーミクッビ社会式株フイラルーィフ社会式株社会式株スグンィデルーホPFS★
クッニモーハ社会式株★世久社会式株社会式株産物洋富スクーワルーミ社会式株★

社会式株空航本日産物和協社会式株スクーワドーフ社会式株ミナミ・ド・ンゾメ★
ンョジィヴ・グッビ社会式株品食謙白社会式株スビーサ販物局便郵社会式株ーオ・イワ・ービ社会式株★

ルナョシナータンイスクッニ社会式株舗本んめーら方多喜社会式株社聞新日朝社会式株社会式株ィテシンリキ★
ズイラォフンイ社会式株社会式株事商菱三株式会社小学館 集英社プロダクション社会式株スネジビドーフ本日東ルーアイェジ

社会式株トンメジネマルビ武東社会式株類魚港神ブラクグンピッョシプッアトイラ社会式株　ヤリゼイサ社会式株
台仙ziBziW部本県川奈神　会合連合組同協業農国全モコドTTN社会式株スグンィデルーホーョシンゼ社会式株

sgnidloh YD堂報博社会式株部本都京東会合連合組同協業農国全ンャキーユ社会式株アリテッロ社会式株
社会式株事商アリゼ社会式株品食本日全社会式株ルナョシナータンイターベノダルフイョジ社会式株
社会式株版出ツータス社会式株産水都東スクッナ社会式株スグンィデルーホ・ツンラトスレ・トイエリク社会式株

社会式株スビーサ合総北東本日東RJ社会式株産物洋富ンキスダ社会式株屋戸大社会式株
社会式株スビーサグンリターケANA社会式株商通田豊NESU社会式株ムテスシンラトスレ急田小社会式株

社会式株クーワトッネュシッレフ治明会趣千社会式株社会式株事商野早
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商談会当日の様子
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