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商談会名 地方創生『食の魅力』発見商談会2019（第9回）

開催日時 2019年6月12日（水）　10時～16時

会　　場 TRC東京流通センター　A・B・C・D・E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、金融庁、農林水産省、経済産業省、日本小売業協会、 日本商工会議所、
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、（一社）日本イタリア料理協会、
岩手県、宮城県、山形県、群馬県、千葉県、新潟県、福井県、長野県、三重県、兵庫県、岡山県、香川県、
愛媛県、高知県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、山形市

◎主催銀行一覧（30行）

主催銀行  30 行
出展社数  264 社
来場者数  2,816 名

◎来場者数
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◎出展社数
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243

◎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

261
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今年で9回目を迎えました。
回を重ねるごとに、規模を拡大させ、
より多くの地域の魅力を発信しております。
『見応えある出展社』
『成果につながる商談会』として、
バイヤー・出展社双方より
大変ご好評をいただいております。
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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、髙島屋、明治屋、イトーヨーカ堂、エムアイフードスタイル、
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、
キリンシティ、イオンリテール、ローソン、三菱食品、伊藤忠食品、日本アクセス、加藤産業、
オイシックス・ラ・大地、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　2,618名）

主な来場バイヤー

全431商談をセッティングしました。

73社118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
2３%

満足 67%

普通
9%

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

 50%影響力がある

39%

持って
いない
11%

2,816

来場者抽選コーナー
来場バイヤーの方々に、 その場で「地域の商品」が当たる抽選会
を開催しました。今回は復興支援として、豪雨災害のあった西日
本地域の商品を多くの来場バイヤーにPRしました。

来場者の90%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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不満1%

●出展されている商品の幅が非常に広く多岐に渡っており、色々な情報収集ができてよかった。（百貨店）
●新規の出展社も多数あり、初めて見る商品も見つける事ができ、開発のヒントとなった。（食品加工）
●地方のメーカーさんが独自の視点で、情熱を持って発信している姿に心が熱くなった。（外食）
●地方の小さいながらも優秀なメーカーさんが多いと思った。（スーパー）
●出展社が積極的に声を掛けてくれるため、会話の糸口が掴みやすく感じられた。（商社・卸）
●東京で全国各地の銀行の方やメーカー様とお話できるチャンスが頂けることを有り難く感じる。
　各県の特徴が出ていて、見応えもあり、すでにお取引している先と顔を合わせることができるのも魅力。（商社・卸）
●説明や接客慣れしていない生産者の方を銀行員の方がサポートしていたので、商談がスムーズだった。（通販）



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

35%
満足
57%

普通  
8%

かがでしたか

大変満足

32%
満足

52%

普通
16％

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

25%

満足

50%

普通
20%

出展社の声
Q.出展されていかがでしたか？

Q.商談会の雰囲気はいかがでしたか？

名刺交換枚数

平均　　　　件66

当日成約した
商談件数

約　　　　　件205

継続して商談を
進める件数

約　　　　　　　件3，350

●来場者の集客、及び客層がすばらしい。（群馬県/加工食品）
●各金融機関様の積極的な商談での支援があり、良かった。（三重県/加工食品）
●来場者以外にも出展社同士の情報交換、名刺交換が出来たのは成果だった。（兵庫県/農産品）
●望んでいる商社との出会いがあり、我社の開発商品の紹介と次の大型開発の話が出来た。（岐阜県/加工食品）
●新規開拓として、良いご縁をいただくことができた。（岡山県/加工食品）

●商談に対して本気のバイヤーが多く、話をしていて真剣度が伝わってきた。（兵庫県/加工食品）
●「こういうものが欲しい」と目的を持って来場されているバイヤーが多いと感じた。（愛知県/加工食品）
●周りの出展企業様も工夫した商品陳列・案内等をされており、会場全体も明るく良かった。（兵庫県/加工食品）
●落ち着いて商談出来る雰囲気で、来場バイヤーも安心出来る方が多く良かった。（佐賀県/加工食品）
●会場の規模が丁度良く、お客様の動線も偏りがなく良かった。（福井県/加工食品）

出展社の92%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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その他5%



(商談会前日開催）

■三和食品株式会社　 【群馬県】担当銀行：東和銀行  

■宍粟メイプル株式会社　 【兵庫県】担当銀行：みなと銀行

一昨年、初出展した際に成果があったため、今回は弊社商品「揚げかきもち」の評価を知りたく、
出展いたしました。PRで工夫した点としては、「兵庫県宍粟（しそう）市」を“漢字が読めない自治体“
として、PRを含めてご紹介したことです。
また、近隣の出展企業様が男性スタッフの方が多く参加されていると思い、弊社は女性スタッフ2名
で対応しました。本商談会は、各銀行のサポートがあること、なお且つ信用力が一番の魅力です。
みなと銀行様には同行ブースの企業とのマッチングや、休憩交代の心遣い等でも大変お世話になりました。

テーマ : 地方に3年住んで実感した、これからの地域産品の提案について

 

＜講 師> 合同会社ネイビープランニング　代表　溝口　康 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

・
             

新商品展示コーナー
商品展示コーナーでは、 「発売から1年以内、あるいはこれから
発売される【新商品】」 を一堂に展示し、PRを行いました。
来場バイヤーの関心も高く、 展示された新商品を熱心に見る
人で賑わいました。

第一部

第二部

● 価値を伝えるブランディングという発想に感銘を受けた。
● 自社のブース設営を見直すきっかけになった。
● 担当銀行の方と商品情報を共有する大切さを学んだ。
● 販路先について、首都圏内だけでも商売が成り立つことを知ることができた。
● 商品PRの質の向上が、更なる販路開拓に繋がることに気づくことができた。
● 自信のある商品には、付加価値を付ける重要性を学んだ。

セミナー参加者の声

出展社同士のマッチング
全国から食品事業者が集まるこの機会に、 来場バイヤーとの
商談だけでなく、 出展社同士でも、商談・交流を図る機会を
セッティングしました。
ビジネスチャンスの拡大と創出を目的に、 【全229商談】を
実施しました。

出展社向けセミナー

今回は、新規の販路開拓を目的として出展しました。展示方法で工夫した点は、事務局が
商談ツールとして案内していた「商談希望バイヤー」のポップを活用したことです。
輸出可能や商談希望バイヤーをアピールし、ターゲットを絞ってご紹介をしました。
準備から当日までも、担当銀行の方が熱心に営業をして下さり、サポートをいただきました。
本商談会は、他の商談会と違って、来場者のレベルが高く、集客及び客層がすばらしいです。
キーパーソンが多く、成約に結びつきやすい商談会で、複数の商談を進めることができました。

出展社インタビュー

-5-



出展社一覧　（銀行別　50音順）
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行銀媛愛行銀知愛行銀木栃行銀かやらき
翔愛社会式株堂楽永社会式株社会式株品食泉社会式株品食物漬和三

テンャシンア社会限有スビーサドーフエニカ社会式株ムウバンレェシ社会限有社会式株肉食産畜橋高
場市果青島和宇社会式株モトニク社会式株造酒相白社会式株商達社会限有

坊じか社会式株イセクタ社会式株風静社会式株舗茶園野丹社会式株
屋ジウコ社会限有行銀屋古名ーエイダ社会式株社会式株光観たわや海鳥
店商賀志社会式株茂おう社会式株杜のみ和社会式株行銀本日北

プッアトイラィデ社会式株屋くこいえ社会限有社会式株造製ばゆ光日1　トクェジロプ見発力魅の食てわい
村品百姓百社会式株ーシ・ィデ・ヌエ社会式株チイエービ社会式株2　トクェジロプ見発力魅の食てわい
社会式株イカサ門名社会式株やなきお屋木丸社会式株トーミズーマーァフ手岩社会式株

行銀知高所業工品食マジオ社会式株ンョシーレポーコ商和社会式株せろひ舗老子菓御社会式株
ーニパンカ万ンョジムカルェウ社会式株)loSloS pohsekaB(寛幸　山片行銀葉京所麺製平兼社会式株

株式会社亀の子せんべい本舗　大浪 青柳食品株式会社 東薫酒造株式会社 クロス・エイト・メディカル株式会社 一般社団法人　大川村ふるさとむら公社
スイア知高社会限有園嘉香社会式株店商宮池社会式株麺製舘北社会式株

社会式株売販品産特県知高社会式株トイエリク林小県葉千/ーピージーエ社会式株品食戸木社会式株
社会式株園農光金野矢目代三ウトイサ社会式株県葉千/園農ノオオ社会式株社会限有ムーァフ慈久

商健国四社会式株ーコンサ社会式株県葉千/社会式株事商光川やみとも屋麹社会式株
社会式株売販ぎなう十万四社会式株ールブナリルピス社会式株油醤噌味田窪社会式株品食ずみし

社会限有産生十万四社会式株品食チニイダ社会式株ムーァフ道海北EHT舗本年百茶精社会式株
社会式株にぱんか笑百とんましドルーィフムーリド社会式株社会式株事商協三社会式株麦精源高

社会式株ノ十万四庵ろろと社会限有やぱっ葉社会限有家村中社会限有
店噌味石白社会式株ワガカナ社会式株出の日社会式株ねがふの肉社会式株

広末社会式株社会式株類魚松浜社会式株産水岡松)舎光風社会式株(舎光風　煎焙ーヒーコ
店商さまけた社会式株ヌエドンアービ社会限有社会式株ーユルマ越丸社会式株
クョシカナタ社会式株スビーサドーフ社会式株県葉千/社会式株スビーサドーフ田山社会式株場牧ンーリグ野保美

業産森近社会式株社会限有菓製堂桑扶行銀本日東行銀台仙
合組荷出直産賀佐佐土社会限有ムーァフ井日春 社会式株ムコジロダンホ社会式株販冷城茨品食野菅社会式株

社会式株食佐土園農田町園島大社会式株村うこんけ社会式株
舎力佐土社会式株社会式株品食ーリトーポト丸社会式株産畜山下社会式株産物堂月水

園農きざかお・堀社会式株噌味丁八やるま社会式株napaJ dlroW eurT社会式株ーィテフーセ社会式株
行銀央中岡福店本屋柳社会式株園農ちたひ社会式株ムーァフ鶏竹社会限有

obal ypotA社会式株行銀京中ムラクススルヘ社会式株産水葉八社会式株
社会式株ASIENIL-A社会式株ャジラハマ社会式株店商屋形山社会式株

)岡福シヨツミ社会限有(　房工鴨多博社会式株品食健三行銀川奈神社会式株産水塚平徳山
庵美風多博社会式株社会式株業工品食長天グンニンラプドーフいしい社会式株行銀島福
舗本茶製野原社会限有社本琲珈ンイタンボ社会式株社会式株ムハアリタイトーレコョチきわい社会式株

行銀栄共賀佐行銀三第路小魚社会式株きざのお社会式株
社会式株ズータスーローヒーコやみづい社会式株産物村北ムーァフ野小社会式株京河社会式株

えすねか家多喜の肉社会限有社会式株OBOC社会式株トンラプクルミ村木
行銀本熊産水谷水社会限有ムテスシノクテ社会式株会議協進推大拡要需米産市河白

塚大の肉社会式株行銀となみ浜横ムテスシ・ドーフ社会式株ズーマーァフジベ河白
店本内山社会式株ンョシーエリク野北社会式株屋谷ンイグンィテケーマ社会式株社会式株油醤鈴玉

行銀和豊福魚伍社会式株ヨチヤ社会式株社会式株業産栄東
店商里茂社会式株社会式株ルプイメ粟宍ヤシナマヤ社会式株ドーフ畜日社会式株

行銀陽太崎宮店本正樽社会式株行銀光大ヤラムキーュニ社会限有
麺製北川社会式株ンラプトーザデ社会式株家農米おのまぬおう園菜かどま社会式株

響社会式株社会式株菓製堂盤常社会式株舗本またらし後越社会式株ルマイラプ稲御
行銀本日南社会式株麻製本日田和ばそ谷千小社会限有社会式株品食果青吉山
堂海南社会式株トスシア・フーリリ社会式株房工らくまか行銀東大
社会限有茶製タンヘ行銀根島園農林森潟新社会限有産物津会社会式株

ンョシーュリソスネジビーキッリ社会限有クッテンアイラブ造酒野蔵武社会式株品食物漬野菅社会式株
堂来古庭稲社会限有店商田本社会限有行銀野長クーワトッネリグア島福

eromへ遠永ーエタワ社会限有社会式株産物スプルア店商サマヤ
社会式株品食ルマニオ行銀トマト庄の川小社会式株行銀和東

ーニパンカ角鹿るす恋社会式株部楽倶製薫社会式株ズーフ温冷木の柿社会式株店肉精堂風育社会限有
ンセーコ社会式株屋木鈴社会式株品食栄信社会式株画企イブドンアーエ社会式株
社会式株都京とこ味珍キサマヤ社会式株国王然自州信社会式株アロ房工麦大社会式株

ズーフうどんてイエイェジ社会式株行銀島徳醸仙社会式株ふうど姫里万瀬尾
ーニパンカしはけかの食社会式株会議協進推略戦ドンラブましつまこトンバーサスロクテ社会式株弥角社会式株

品食玄信社会式株栄昌社会式株肉鶏郷本社会限有クチリク社会式株
ーノクヤンゼ社会式株所役市門鳴社会式株油醤ヰルマ屋糀社会式株
社会式株ンーオイャチ)場市波阿社会式株/屋もいの門鳴社会式株(房工物漬城水社会式株社会式株造酒藤近

商蟹地築社会式株ーバンラキシニ社会式株社会式株事商勢美ムーァフ光三社会式株
活生然天社会式株社会式株業工品食ーニハ田野行銀邦福社会式株品食和三

社会式株電発ーラーソ本日苑浅丸社会限有SIXA社会式株印ラカチ社会限有
スクッルブ社会式株社会式株品食クマヤ房工夢前越社会式株ンパャジィデ社会式株

社会式株業産屋古行銀川香トモワカの船前北社会式株場川ザラプ園田社会式株
舗本どかみ ータンセ光観ドカミ社会式株んとっあ社会式株ズーフマルャシ社会式株ルタジベ社会式株

ーニパンカ・リイメ社会同合糧食栄共社会式株社会式株子電ーヨイタ産物ゲシルマ社会限有
屋水清の麺社会限有社会式株果青日大麺製生武社会式株わとみ社会式株

軒立唐浦松社会式株長村田社会式株屋和大社会式株
社会式株業麺サ民ルーュジレプ社会式株ズーフTY社会式株

ぼんぼちっち株式会社
有限会社米又



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）
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アトススンエニビンコトーパデ 品食文紀社会式株堂雅悠社会式株★
社会式株社本プールグ品食スウハ社会式株ルナョシナータンイ屋歯★フエーリス社会式株★丹勢伊越三社会式株★

山高社会式株★トッネルーテリ本日東RJ屋島髙社会式株★ 食品関連の小売店
社会式株スーレプドーガンァヴジッレィヴ★社会式株品食凍冷賀佐★トーマーリミァフ社会式株店貨百屋坂松丸大社会式株★

ーオ・イワ・ービ社会式株★條北社会限有★ラプポ社会式株店貨百急田小社会式株★
フールベ社会式株★社会式株ズーフANAンソーロ社会式株店貨百王京社会式株★

会の用活源資域地人法団社般一★社会式株品食忠藤伊社会式株ンーェチズーサーログ分国店貨百急東社会式株★
★ 株式会社丸井 給食 堂子太社会式株★社会式株品食井三

琲珈ルメャキ社会式株社会式株社本プールグ分国社会式株スビーサムーエ店貨百広丸社会式株★
スムービ社会式株社会式株トーポサスネジビ分国社会式株業総栄真店丘ヶ星越三屋古名社会式株

シヨキトモツマ社会式株社会式株トイエリクドーフ分国トスラトクコッニ社会式株武西・うごそ社会式株
株式会社東武百貨店 食材宅配 社会式株ズーフウモチニ社会式株本日西分国

事商本日東ルーアイェジ社会式株社会式株部中分国京東イケシヨ社会式株★店貨百屋田福社会式株
テーホキ・ンド社会式株店商味五社会式株社会式株地大・ラ・スクッシイオ★屋かいさ社会式株

スーパー 社本ィデレーガュシ社会式株社会式株料食紅丸ンブクョシ社会式株
社会式株ンョシーレポーコスーホドッレ社会式株デピアスビーサ・フエ・スエ・ーケ社会式株屋治明社会式株★

★ 株式会社エムアイフードスタイル 食品を扱う通販 オイシックスドット大地株式会社 日本珈琲貿易株式会社
社会式株スシクエ本日中社会式株スクッェフンコXULAJ社会式株★屋浦三社会式株★

スビーサルーテリンョシーテス急東社会式株社会式株売販のもいまう媛愛事商本日東ルーアイェジ社会式株★道海北ンオイ社会式株★
ムーァフンーリグ社会式株社会式株品食旭びなるぐ社会式株★AYONOO寿大社会式株★

ルナョシナータンイダスナ社会式株社会式株事商常岡社会式株ルーテリンオイ★屋﨑長社会式株★
トッェジ社会式株ズーフージーオ社会式株社会式株フイラ&スーマコua★わざりな社会限有★

房工トスレォフ社会式株ャシシウド社会式株スビーサ販物局便郵社会式株★社会式株ルーテリンオイ
社本養食ラクオビ社会式株村中トーミクッビ社会式株会趣千社会式株★社会式株ュリバプットンオイ

商産チイルマ社会式株社会式株ンョシーレポーコスーホドッレ★ツエルマ社会式株 惣菜・弁当・中食
鮨だよち社会式株★業産文紀社会式株便おつっご社会式株★堂カーヨートイ社会式株

スビーサグンリターケANA社会式株アトス王京社会式株事商ーノイセ社会式株★ヤタリナ社会式株
ムカルェウ社会式株福魚伍社会式株ルェシッィフ社会式株★会社八社会式株
アィデーフ社会式株会商王三社会式株社会式株品食みなおあ店商渕間社会式株
店本安柿社会式株社会式株売販品食英三社会式株ルクスア屋慶多社会式株
社会式株ズーフリグア部本県川奈神会合連合組同協業農国全社会式株ババリアるべらみーパース社会式株

社会式株イヘイタ部本都京東会合連合組同協業農国全社会式株ムコトッドンオイータンセシヨルマ社会式株
社会式株トスベーハ社会式株事商和朋社会式株ルーテリンオイ屋三二一社会式株

トンラプズーフ半今町形人社会式株社会式株クーワトッネュシッレフ治明社会式株トクテキーア・ルイタスーヨイタ社会式株
社会式株本日東ルェウルテアピロ社会式株 食品商社・食品卸売（海外） イニシオフーズ株式会社

社会式株物貨空航京東★BULC74社会式株事商トルマ社会式株 生協
ホテル・ブライダル ンーェチドルーコ京東社会式株社会式株易貿ルラトンセCK★ンキスダ社会式株

会合連合組同協活生リデプーコトスーァフ社会式株★ルーシセ・スノィデ社会式株ルテホスンリプ社会式株★
会合連合組同協活生本日オシナ社会式株トッネーィデーフ社会式株社会式株ツーゾリ&ズルテホトスラト森★
社会式株品用校学国全社会式株易貿産水湊スビーサとさるふ社会式株京東ルテホルタンネチンコータンイANA★

★ グランドニッコー東京　台場 株式会社ユニコジャパンインターナショナル プーコーユ合組同協活生グンイウールブ社会式株
合連業事きんきプーコ会合連合組同協活生堂洋三社会式株ドンラビレテ京東社会式株社会式株スグンィデルーホオリプ★

HRTニューオータニ株式会社 食品加工 合連業事国四国中プーコ会合連合組同協活生事商ナシトヒ社会式株
グンィデーレトモスア社会式株麺製山小社会式株園芳八社会式株 その他

スビーサとさるふ社会式株社会式株グンィデーレト・プット麺製野中社会式株社会式株プールグ語物泉温戸江大
ムード京東社会式株社会式株業産尻沼社会式株ボラスラプ炭ドイサクーパ社会式株
社ンケンタ社会式株社会式株商振原治宇店商田井社会式株アピンリオ社会式株

外食 シマダヤ株式会社 株式会社メディアワークス・ブルーム ゼリア商事株式会社
ズーフ屋美丸社会式株社会式株ィテシンリキ★ 食品製造 株式会社ビームス

社会式株本日東ルェウルテ善丸社会式株★店苔海屋形山社会式株ーヨキートーユニ社会式株★
★ 株式会社ミールワークス 食品商社・食品卸売（国内） 壇花谷比日社会式株社会式株業工品食善丸

ンゾセィデレク社会式株社会式株ロチニハルマ社会式株品食菱三★社会式株スグンィデルーホPFS★
ズムテスシんいあ社会式株社会式株リモマヤ社会式株圏都首分国★グンニイダズーフHG社会式株★

社公興振業企小中都京東人法団財益公福魚伍社会式株スセクア本日社会式株★ズーフビロクマAYAHC社会式株★
社会式株臂六面八社会式株品食ービスエXULAJ社会式株★家酒国南社会式株

和大社会式株社会式株成化穂赤社会式株業産藤加★社会式株ーニパンカ・ェフカ
ジェイアール東日本フードビジネス株式会社 合組同協業農村野上社会式株店商水清りきち社会式株売販類酒本日★

湯楽極社会式株店噌味屋川小社会式株社会式株事商神一★社会式株ーニムチ
構機援支拓開要需外海社会式株社会式株油製津攝会商原西社会式株★社会式株ルヤイロ
構機備整盤基業企小中人法政行立独社会式株造醸一の味屋星山社会式株★ズーフミズイーオ社会式株

連済経岡静AJカネカ社会式株ワガセハ社会式株★アピンリオ社会式株
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 社会式株ズーネヨマーコンケーニパンカGQC社会式株★
株式会社ゼンショーホールディングス ★ 株式会社G7ジャパンフードサービス 安曇野食品工房株式会社

社会式株品食ーシーシ・ムエ活生機有・ーイ社会式株★グンニイダドンモヤイダ社会式株
社会式株業産兼林事商ーノイセ社会式株★源一社会式株
ンバンロコ社会式株オシナ社会式株★スグンィデルーホ家野吉社会式株

株式会社小田急レストランシステム ★ 株式会社パーソナルコンタクト 株式会社東ハト
社会式株ズーフトーミ農全AJ産物和協社会式株★トンロフメルグ急東社会式株

社会式株業乳井岩小事商屋錦社会式株★くふねか京東社会式株
社会式株ンパ製崎山んれの花座銀社会式株★花の梅社会式株
社会式株業工脂油川深品食進大社会式株★社会式株品食ータスア座銀



商談会当日の様子 ～Photo Gallary～
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