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商談会名 『食の魅力』発見商談会2022（第12回）

開催日時 2022年6月29日（水）　10時～16時

会　　場 東京都立産業貿易センター　浜松町館

主　　催 『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

◎主催銀行一覧

元金融庁長官 遠藤俊英氏より
ご挨拶をいただきました。

主催銀行 29 行 出展社数 67 社

今年で12回目を迎えました。新型コロナウイルス感染拡大に
より、第10回・第11回はデータベース商談会のみの開催となり、
リアル形式の商談会としての開催が3年ぶりとなりました。
「商談はリアルでやりたい」というご希望が多い中、今回リアル
での商談会が実現し、バイヤー・出展社の皆様から大変多くの
お喜びの声を頂戴しました。
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Q1.本商談会に来場されていかがでしたか？ Q2.あなたは商品の購買に関して
決裁権を持っていますか？

Q3.　印象に残るブースがありましたか？

来場バイヤー 名

三越伊勢丹、大丸松坂屋百貨店、髙島屋、小田急百貨店、明治屋、紀ノ國屋、エムアイフードスタイル、

イトーヨーカ堂、イオンリテール、西武・プリンスホテルズワールドワイド、八芳園、庭のホテル東京、

キリンシティ、ローソン、ミニストップ、三菱食品、伊藤忠食品、三井食品、日本アクセス、

国分グループ本社、G7ジャパンフードサービス、ジェイアール東日本商事、JALUX　　その他多数来場

主な来場バイヤー

大変満足
18%

満足 56%

普通
21% はい

１００％

来場バイヤーの声

1,402

来場者の74%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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その他5%

各ブースともに非常に熱意が
あり、具体的な条件を提示して
商談ができた。
銀行主催なので取引先としても
安心できる。

既存の取引先と改めて商談が
できた。また、新規の企業様と
お話しすることができ、
探している商材がいくつか
発掘できた。

まだ試食したことや見たことの
ない商品と接点を持つことが
でき、今後の取引拡大に寄与
しそうな会社が見つかった。

魅力的かつ個性のある商品や
出展社様のこだわりに触れ、
実際の取組みに向けた話も
でき、非常に有意義だった。

決裁権を持っていますか？

はい

１００％
持っている
52%影響力がある

39%

持って
いない
9%

はい
 67%

いいえ
33%

＜通販＞

＜商社・卸＞＜百貨店＞

＜商社・卸＞



大変満足
25%

満足50%

出展社の声

名刺交換枚数

平均　　　件65

当日成約した
商談件数

　　　件18

継続して商談を
進める件数

　　　　　　件1，031

食品バイヤーのみの来場でした
ので、ブースに立ち寄られた
方は皆熱心に商談してくれた。
有力企業の方ばかりで無駄な
商談は１件もなかった。様々な
業種、販売経路のバイヤーと
出会え、販路拡大に役立つと思う。

久しぶりのリアル商談会で、
予想以上にブースに人が集まり、
商品に興味を持ってもらえた。
また、オンラインばかりだった
ので、東京の会場で来場者の
本気度が感じられて改めて
リアルの良さを感じた。

出展社の95%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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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？ Q3.　個別商談会はいかがでしたか？
その他4%

大変満足
47%満足

48%
大変満足
37%満足

55%

普通
8%

大変満足
33%

満足
49%

普通
14%

普通5%

＜食品加工＞ ＜畜産＞



「来場者の質の高さと銀行の手厚いサポートが魅力」
■エバーグリーンファーム株式会社　【群馬県】担当銀行：東和銀行  

「初出展ながらバイヤーの本気に触れた」
■株式会社飯塚海苔店

 

【千葉県】担当銀行：京葉銀行

コロナ禍で外出を控えている方も多い中、それでも来場される
バイヤーは本気で商品を探されている方が多いと思います。
そのようなバイヤーは明確な目的があるため、話がしやすく、
はっきりとニーズを聞き出せて、商談がやりやすかったです。

確度の高い商談をしていただくために、本商談会では第1回目より「個別商談会」を
実施しています。
30社55名のバイヤーに
ご参加いただき、

全115商談を
セッティングしました。

● 具体的な商談（条件面、商品の選定等）を行うことができ、継続して商談を行えそう。
　 商品の採用を前向きに考えてもらっている。
● バイヤーにしっかりと時間をとってもらい、直接お話しすることができた。多くの製品の
　 問い合わせや見積りの依頼をもらい、今後の展開に期待できる。
● 商談時間、ブースの広さ共に良く、ゆっくり腰を据えての商品案内ができた。 
● コロナ禍での環境変化の状況や需要等を確認できた。バイヤーから直接話を聞けて、
　 今後の勉強になった。

個別商談会参加者の声

来場者を食品バイヤーに限定しているので、冷やかしの来場者が
おらず、質の高さを感じました。決裁権を持ったバイヤー様が多く、
中身の濃い商談ができました。また、銀行が一緒になって声掛けと
販売計画をサポートしてくれるのも助かります。

出展社インタビュー
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個別商談会
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出展社一覧　（銀行別　50音順） ※リアル商談会の出展社のみを掲載しています。
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来場バイヤー一覧　（一部抜粋／順不同） ★は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。

 

ヤマト⾷品株式会社 株式会社G7ジャパンフードサービス
★ 株式会社三越伊勢丹 株式会社ジェイアール東海パッセンジャーズ 島商株式会社
★ 株式会社⼩⽥急百貨店 ワタミ株式会社 ⻄本Wismettacホールディングス株式会社
★ 株式会社阪急阪神百貨店 敷島製パン株式会社 カメイ株式会社
★ 株式会社京阪百貨店 株式会社⼈形今半フーズプラント 株式会社ジェーシーシー
★ 株式会社丸広百貨店 株式会社ちよだ鮨 株式会社アデリー
★ 株式会社福⽥屋百貨店 株式会社エトワール海渡

株式会社髙島屋 オイシックス・ラ・⼤地株式会社 株式会社農業総合研究所
株式会社⼤丸松坂屋百貨店 株式会社ヨシケイ埼⽟ 株式会社トップ⾷品
株式会社松屋 布⻲株式会社 株式会社イー・有機⽣活
株式会社東急百貨店 株式会社ANAケータリングサービス 株式会社ジャポニックス
株式会社京王百貨店 ⽇本通商株式会社
株式会社丸井 ★ 株式会社セイノー商事 株式会社アサヒヤコーポレーション
株式会社名古屋三越 ★ 株式会社リロクラブ 株式会社シジシージャパン

株式会社ジャパネットたかた ⽇清商事株式会社
★ 株式会社PPIH（ドン・キホーテ） 東⽇本⾼速道路株式会社 中村⾓株式会社
★ 株式会社三浦屋 株式会社オリジナルあい 全国農協⾷品株式会社

株式会社東急ストア リンベル株式会社 KCセントラル貿易株式会社
株式会社イトーヨーカ堂 株式会社⽂藝春秋 株式会社伍⿂福
イオンリテール株式会社 株式会社ごっつお便
マックスバリュ関東株式会社 株式会社カタログハウス 株式会社明治屋 海上事業本部
イオントップバリュ株式会社 株式会社ハルメク 株式会社シティスーパージャパン
株式会社カスミ ⻄⽇本⾼速道路サービス・ホールディングス株式会社 トツプ・トレーディング株式会社
株式会社キャメル珈琲 株式会社ベルノート ⽇本ギルド株式会社
株式会社マルト商事 テルウェル東⽇本株式会社 株式会社ショーライ
株式会社ワイズマート 株式会社マルケイ

株式会社ふるさとサービス ★ 協和物産株式会社
★ 株式会社スリーエフ 株式会社DINOS CORPORATION 株式会社久世

ミニストップ株式会社 近代美術株式会社 国分グループ本社株式会社
⼭崎製パン株式会社 株式会社ＪＫプランニング 丸宮⾷品株式会社
株式会社ローソンストア100 株式会社47CLUB ⽇栄物産株式会社

株式会社フーディーネット ケイ低温フーズ株式会社
株式会社トモズ 株式会社ハーモニック 株式会社グローバルフィッシュ
株式会社薬王堂
株式会社カメガヤ ★ 株式会社郵便局物販サービス ★ ANAフーズ株式会社
⽇本⽣活協同組合連合会 ★ 株式会社ぐるなび ★ JFCジャパン株式会社
⽣活協同組合連合会 アイチョイス ★ 株式会社フィッシェル ★ 株式会社銀座花のれん
⽣活協同組合 パルシステム千葉 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 ★ 株式会社悠雅堂

株式会社ベルーフ 三井物産株式会社
★ 株式会社⻄武・プリンスホテルズワールドワイド エステールホールディングス株式会社 東邦物産株式会社

株式会社ザ・キャピトルホテル東急 イオンネクスト株式会社 株式会社ドウシシャ
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 株式会社和光 富洋物産株式会社
株式会社⼋芳園 株式会社ビー・ワイ・オー 株式会社ナシオ
⼤江⼾温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社 株式会社コンタン 株式会社オージーフーズ
株式会社ミリアルリゾートホテルズ 川商フーズ株式会社
株式会社学⼠会館精養軒 ★ 国分グループ本社株式会社 三幸通商株式会社
株式会社庭のホテル東京 ★ ⽇本アクセス株式会社 ニチモウフーズ株式会社
⽇本ホテル株式会社 ★ ⽇本酒類販売株式会社 岩⾕産業株式会社
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント ★ 株式会社JALUX ⽇興フーズ株式会社

★ 株式会社⼭星屋 神栄株式会社
★ キリンシティ株式会社 ★ 沼尻産業株式会社

ロイヤル株式会社 ★ 株式会社五味商店 ゴディバジャパン株式会社
株式会社ダイナック ★ 株式会社CQGカンパニー ⽇本⾷研ホールディングス株式会社
株式会社東急グルメフロント ★ ⼀神商事株式会社 ⽇本ハム株式会社
株式会社⼩⽥急レストランシステム 三菱⾷品株式会社 ⼤東製糖株式会社
株式会社グローバルダイニング 国分⾸都圏株式会社 マルハニチロ株式会社
株式会社ダイヤモンドダイニング 国分フードクリエイト株式会社 株式会社J-オイルミルズ 
銀座アスター⾷品株式会社 国分北海道株式会社 株式会社⼭久
株式会社グリーンハウスフーズ 国分東北株式会社 株式会社ダイワフーズ
株式会社エイペックス 国分九州株式会社 株式会社三幸産業
株式会社トリドールホールディングス 三井⾷品株式会社 みたけ⾷品⼯業株式会社
チムニー株式会社 伊藤忠⾷品株式会社 株式会社アジテック
株式会社ダイナックホールディングス 加藤産業株式会社 ⼩岩井乳業株式会社
株式会社オーイズミフーズ 旭⾷品株式会社 川光商事株式会社
株式会社ダイワエクシード 株式会社髙⼭
株式会社シーライン東京 株式会社ハセガワ ヤフー株式会社

株式会社千趣会 株式会社⼩⽥急SCディベロップメント
株式会社ニッコクトラスト 株式会社JR東⽇本商事 グローバルキッチン株式会社

給⾷・惣菜・弁当・中⾷

⾷品宅配・ケータリング

⾷品を扱う通販

外⾷チェーン・レストラン

その他⼩売

⾷品・酒類卸（国内）

⾷品・酒類卸（海外）

業務⽤卸

その他⾷品商社

⾷品加⼯・⾷品製造

その他

百貨店

スーパー

ドラッグストア・⽣協

ホテル・ブライダル



商談会当日の様子 ～Photo Gallary～
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