バイヤーリスト
【百貨店】
企業名
URL
担当部署

株式会社ジェイアール東海髙島屋
http://www.jr-takashimaya.co.jp/
営業5部統括G

所在地

〒450-6001 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

企業PR

名古屋駅直上の立体都市・JRセントラルタワーズの中核施設であるターミナ
ル立地の複合型本格百貨店「ジェイアール名古屋タカシマヤ」の運営会社とし
て、日本の大動脈・東海道新幹線を運行する東海旅客鉄道株式会社(JR東
海)と百貨店業界の大手である株式会社高島屋が、共同で創りあげた会社で
す。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

企業名
URL
担当部署

食料品全般
特にございません。
幅広い提案をお待ちしております。
株式会社 そごう・西武

西武岡崎店

http://www.sogo-seibu.jp/okazaki/
販売部 食品課

所在地

愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5

企業PR

百貨店としては小さな店舗ですが、三河地区において圧倒的な集客力を誇る
「イオンモール岡崎」の核テナントのひとつとして運営しております。催事出店
はもちろん、正式な出店や将来的には、そごう・西武全店のギフト取り扱いや
ネットショップ取り扱いなども視野に入れております。

商談希望商品

地元のこだわり商品、催事販売可能な商品など、特に百貨店初出店・初出品
大歓迎です。

商談企業に対する要望事項

企業名
URL
担当部署

各社様のこだわりや他社との違いなどを教えてください。

㈱大丸松坂屋百貨店（松坂屋名古屋店）
http://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/
松坂屋名古屋店 営業3部

所在地

名古屋市中区栄3-16-1

企業PR

私たちは、時代の変化に即応した高質な商品･サービスを提供し、
お客様の期待を超えるご満足の実現を目指します。
私たちは、公正で信頼される企業として、
広く社会への貢献を通じてグループの発展を目指します。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

食料品全般。
催事で出店可能な商品、ｷﾞﾌﾄも可。
特にございません。

企業名

㈱大丸松坂屋百貨店（松坂屋豊田店）

URL

http://www.matsuzakaya.co.jp/toyota/

担当部署

松坂屋豊田店 食品

所在地

豊田市西町6丁目85番地1

企業PR

2001年に名鉄豊田市駅直結のデパートとして出店。
豊田市唯一の百貨店として、デイリーでカジュアルな品揃えで地域の皆様に
愛される店作りを行っていきます。

商談希望商品

商談企業に対する要望事項

企業名
URL
担当部署

食料品全般。
カレンダー色の強い商材があれば嬉しいです。
催事での出店希望します（一週間出店、販売員付き、実演可）
商品陳列のみの商材はお受けできかねます。
株式会社 名古屋三越
http://nagoya.mitsukoshi.co.jp/
食品部

所在地

愛知県名古屋市中区栄３－５－１

企業PR

三越伊勢丹グループの中でも成長力のある名古屋・中部市場をカバーする基
幹事業会社です。栄店、星ヶ丘店、ラシック店の３店舗に加え中小型店舗を展
開し、これまで培った顧客基盤・多様なチャネルネットワークを活かし、”名古
屋エリア随一の、上質で高感度なファッション・ライフスタイルを創造する企業”
を目指しています。

商談希望商品

食料品全般。
特に地域独自性や商品へのこだわりが多くの方にわかりやすくかつ安全に販
売できるもの。

商談企業に対する要望事項

地方から全国に発信できるようなまだまだ知られていないお宝商品のご提案
をお待ちしております。

企業名
URL
担当部署

株式会社 ほの国百貨店
http://honokuni-dept.jp
食料品

所在地

愛知県豊橋市駅前大通二丁目10番地

企業PR

ほの国百貨店は、地域に密着しお客様とともに歩む百貨店として、おもてなし
の心を第一に、良質な商品とサービスを提供し、《暮らしの良きパートナー》を
目指します。

商談希望商品

商談企業に対する要望事項

食料品全般
ギフト商品、催事で出店可能な商品
和洋菓子、米菓、惣菜（和・洋・中）、鮮魚
地域の特産、名産、こだわりを強く感じる商品
幅広い提案をお待ちしております。

など

企業名
URL
担当部署

㈱丸栄
http://www.maruei.ne.jp/
食品部

所在地

名古屋市中区栄三丁目３－１

企業PR

丸栄は1615年、当社の母体となる「十一屋呉服店」が名古屋で創業して以来
の歴史を持った老舗百貨店です。地域に密着しお客様とともに歩む百貨店と
して、おもてなしの心を第一に良質な商品とサービスを提供し暮らしの良き
パートナーを目指します。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

企業名
URL
担当部署

中元・歳暮ギフト商品全般、ウイークリーイベント（地下催事場での催事）

特にございません。

株式会社名鉄百貨店
http://www.e-meitetsu.com/mds/
本店 食品・レストラン営業部

所在地

愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1

企業PR

多くの人々が行き交う名鉄名古屋駅にあるターミナル型の百貨店です。ここ数
年の名駅再開発に伴い、オフィス人口が増加し、名駅地区が活発化してまいり
ました。毎日の通行客に気軽にお立ち寄りいただける親しみのある売場づくり
を意識しています。
その他、名鉄一宮駅に隣接した一宮店があります。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

主に地元素材を使用した加工品全般（催事出店、ギフト商材）
要望としてはございませんが、買い取りのみのお取引は、お断りする場合がご
ざいます。

【総合スーパー・スーパー】
企業名
URL

株式会社ドミー
http://www.domy.co.jp/

担当部署
所在地

愛知県岡崎市大平町字八ッ幡1番地1

企業PR

大正2年創業。
名証二部上場。
愛知県三河地方中心に35店舗を展開する地域密着型の食品を中心に販売し
ているスーパーマーケットです。
地域の方から愛される店作りを目指しています。

商談希望商品

①野菜・果物 ②豚肉・牛肉・鶏肉・ハムソーセージ等の加工肉 ③生鮮魚・塩
干物 ④豆腐・納豆・漬物・佃煮・魚練り製品 ⑤牛乳・ヨーグルト・デザート・アイ
スクリーム ⑥調味料・乾物・簡便食品 ⑦菓子・パン・和洋菓子 ⑧地元食材 ⑨
健康食材

商談企業に対する要望事項

地域商品、差別化商品、限定商品など

企業名
URL
担当部署

株式会社 バロー
http://valorholdings.co.jp/corporate/
ＳＭ商品部 第三課 菓子担当

所在地

多治見本部：〒507-0062 岐阜県多治見市大針町661番地の1
名古屋本部：〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目16番21号名
古屋三井物産ビル3階

企業PR

(株)バローＳＭ店舗は東海・北陸・関西・甲信越まで241店舗を展開しておりま
す。バローグループではスーパーマーケットを中核に、ホームセンター、ドラッ
グストア、スポーツクラブを展開するほか、農産物の生産、食品製造・加工、物
流、資材調達、保守・メンテナンス、清掃等の多様な機能をグループ企業で補
完する流通システムを構築しています。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

企業名
URL
担当部署

菓子カテゴリー・催事・ギフト菓子全般
（各都道府県銘菓・エリア限定商品など）
特にございません。

株式会社フィールコーポレーション
http://feel-corp.jp/
商品部

所在地

愛知県名古屋市昭和区鶴舞2-21-6

企業PR

創業1946年（昭和21年）愛知県内、静岡県浜松市に70店舗
フィールが第一に考えるのは、お客様が快適に楽しく買い物ができること。そ
のためにお客様とのつながりを大切にし、常にお客様の立場にたった店づくり
を心がけています。
食を通じて暮らしをより快適に、そこからつながる街や地域も明るく元気に

商談希望商品

食料品全般（生鮮品、一般食品、菓子、日配品）地域の特産、名産、こだわり
商品

商談企業に対する要望事項

企業名
URL
担当部署

特にございません。
幅広い提案をお待ちしております。
株式会社ヤマナカ
http:/www.super-yamanaka.co.jp/
商品部

所在地

愛知県名古屋市東区葵3-15-31 千種ビル 5Ｆ

企業PR

来年で創業95周年。
愛知・岐阜・三重の東海3県を基盤とする地域密着型企業で、68店舗を展開。
高質スーパー・食品スーパーマーケット・ディスカウントの3業態を展開。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

食料品全般。
地元あるいは、こだわりが明確な商品。
特にございません。

企業名
URL
担当部署

㈱義津屋 （ワイストア）
http://www.yoshizuya.com/
食品事業本部商品部

所在地

愛知県津島市新開町1丁目6番地

企業PR

1932年 呉服店「義津屋」として創業以来、時代の流れを読み取りながら着実
に発展を遂げてきました。創業からの伝統を大切にしながら「良いものをよりお
値打ちに」という精神を忘れることなく、これからも発展していきます。愛知県・
三重県・岐阜県の3県下で23店舗展開しております。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

食料品全般
愛知県・三重県・岐阜県での産物や加工品
特にございません。

【生協・職域販売】
企業名
URL
担当部署

トヨタ生活協同組合
http://www.meglia-net.jp/
MD部 供給戦略室 物産展担当

所在地

愛知県豊田市豊栄町2丁目111番地

企業PR

創業72年。
トヨタ自動車を母体企業とする職域生協です。
豊田市内及び近郊に18店舗あります。
物産展催事はメグリア本店にて年間15企画開催しております。

商談希望商品

商談企業に対する要望事項

催事・ギフト商品で出店＆出品可能な商品（和洋菓子、米菓）
地域の特産、名産、こだわりを強く感じる商品など
通常のスーパーマーケットでは取扱いがない商品
（道の駅限定商品、サービスエリア限定商品）
地元商品を品揃えする物産展催事に参加いただける出展社様との面談を要
望しております。

【専門店等】
企業名
URL
担当部署

中部国際空港旅客サービス株式会社
http://www.centrair.jp/
販売サービス部

所在地

常滑市セントレア一丁目一番地

企業PR

中部地方、空の玄関口である中部国際空港セントレアにて、和菓子・洋菓子・
名産・地酒を取り扱う「銘品館」、お土産・雑貨、空弁などを取り扱う「おみやげ
館」、セントレアオフィシャルグッズやエアライングッズなどを取り扱う
「SORAMONO」。それ以外にも、免税売店と空港内の案内業務を行っている会
社です。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

地域特産品、名古屋土産、空港関連グッズ
法人で弊社指定の契約に基づいたお取り引きができる日本国内の企業様。

企業名

株式会社ドン・キホーテ

URL

http://www.donki.com/

担当部署

MD開発本部フード・リカー

所在地

東京都立川市曙町2-18-18

企業PR

お取引先様とのＷｉｎ-Ｗｉｎの関係を構築したいと考えております。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

菓子及び加工食品を中心としたご当地商品やお土産品
特にございません。

ネクスコ中日本（高速道路ＰＡ、ＳＡ）（全8先）
企業名
URL
担当部署

株式会社KRフードサービス ①
https://www.food-kr.com/
SAPA営業部 長篠設楽原パーキングエリア 下り線

所在地

愛知県新城市富永住居田33－3

企業PR

主にロードサイドに展開する、「かごの屋」を主軸とした会社ではありますが、
近年は、高速道路事業にも参入し、少しずつではありますが、成長しておりま
す。
長篠設楽原PAに関しては、「戦国」をイメージしたテーマ型のパーキングエリア
である為、内装や商品に関しても、戦国をイメージしていただけるような雰囲気
作りを行っております。

商談希望商品

商談企業に対する要望事項

企業名
URL
担当部署

食料品全般
武将に関係する、商品、グッズ等
特にございません。
幅広い提案をお待ちしております。
株式会社マジェスティックダイニング ②
http://majestic-dining.jp
本社 （新東名 NEOPASA岡崎）

所在地

三重県松阪市宮町68-3

企業PR

食に込めた「喜び」「感動」「想い」をお客様にお届けする食のトータルプロ
デュース企業です。地元東海地方を中心に、らぁめん専門店開花屋楽麺荘・カ
フェテリア岡崎農場を運営しております。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

食材全般
特にございません。

企業名
URL
担当部署

株式会社KRフードサービス ③
https://www.food-kr.com/
新東名 NEOPASA岡崎 レストランかごの屋

所在地

岡崎市宮石町六ッ田10-4 NEOPASA岡崎

企業PR

主として関西、関東、中京圏を中心に和食しゃぶしゃぶレストランを約100店舗
展開しています。また新規事業としてネクスコ中日本管内を中心にＳＡＰＡ運営
事業を展開しています。『最高のごちそうさま』をお届けするため、地域に根ざ
した運営を行っております。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

企業名

季節感のある地元商材
１店舗対応なので、小ロットにお応えいただければ幸いです。

㈱KRフードサービス (上郷SA上り) ④

URL

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

担当部署

新規事業部 SAPA営業部

所在地

愛知県豊田市永覚町上長根6-256

企業PR

和食ファミリーレストランチェーン【かごの屋】を運営しております。6年前より高
速道路事業に参入いたしました。「最高のごちそうさまをお届けする」というビ
ジョンを掲げ、日本に古来から伝わる「馳走ちそう」の心を大切にする会社であ
りたいと思っています。多店舗展開しながらも、１店1店を大切にする、「地域密
着」をモットーに地域に根差し、末永く商いが続くことを心掛けています。

商談希望商品

商談企業に対する要望事項

企業名

地域の特産、名産、こだわりを強く感じる商品
特にございません。

中日本ハイウェイ・リテール名古屋株式会社 ⑤

URL

http://www.c-exis-hrn.co.jp/

担当部署

東名高速道路 東郷PA下り線

所在地

愛知県日進市米野木町南山978-13

企業PR

◆事業紹介
『お客さまに感動と満足を』『お客さまの笑顔が私たちの喜びです』
【フードコート部門】さまざまなメニューを安心･安全にご提供し､高速道路をご
利用されるお客さまをおもてなしいたしております｡
【スーベニアショップ部門】お土産品､手作りパンなどさまざまな特色ある商品
を販売し高速道路をご利用されるお客さまにご利用いただいております｡

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

■地元食材、■土産品類、地元商品
お客様に対してリーズナブルなメニュー展開ができる商材や、お得感、話題性
のある商品のご対案を期待しております。

企業名

中日本ハイウェイ・リテール名古屋株式会社 ⑥

URL

http://www.c-exis-hrn.co.jp/

担当部署

東名高速道路 守山PA上り線

所在地

愛知県名古屋市守山区下志段味字上東禅寺2503-4

企業PR

私たち中日本ハイウェイ・リテール名古屋株式会社は、東海地区及び北陸地
区を中心に、東名、名神をはじめとする高速道路のパーキングエリア18か所で
商業施設を運営いたしております。ご利用いただくお客さまの安全を最優先と
し、安心・快適なエリア空間を提供することにより、地域社会の発展と暮らしの
向上、そして経済の活性化と持続可能な成長に貢献してまいります。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

企業名
URL
担当部署

厨房食材、地域の特産、名産、こだわりを強く感じる商品
お客さまニーズに合致した商品、お客様への訴求・見せ方等ご提案願いま
す。
株式会社 名鉄レストラン ⑦
http://meitetsu-restaurant.com/index.htm
ハイウェイ事業部

所在地

〒491-0912愛知県一宮市新生1-1-5

企業PR

名神高速道路開通時から、サービスエリアにて営業させていただいておりま
す、業界の「老舗」です。新東名・岡崎ＳＡにて「お土産処 三洲岡崎宿」を営業
しております。地域価値の向上に努め、永く社会に貢献する、をモットーにお客
様、地域の皆様から信頼される企業を目指します。

商談希望商品

岡崎、三河地域を中心に、地域の特産品を探しております（お土産需要、ご自
宅需要双方の需要）。

商談企業に対する要望事項

商品特性や、開発の意思について詳しくご説明いただけますと助かります。そ
の資料もご準備いただけますと幸いです。その他は特にありません。

企業名

スティックジェラート株式会社（クレメリアパラディーゾ） ⑧

URL
担当部署

新東名 NEOPASA岡崎

所在地

岡崎市宮石町六ッ田10-4 NEOPASA岡崎

企業PR

食に込めた「喜び」、「感動」をお客様に伝え、届ける食やデザートのプロ
デュース企業です。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

食材、デザート全般
食材やデザートで、地域に特化した物を模索中です

【通信販売】
企業名
URL
担当部署

４７クラブ
http://www.47club.jp/
（愛知県幹事社）中日新聞社広告局

所在地

東京都中央区築地1－12－6 築地えとビル4階

企業PR

全国の地方新聞と電通が共同で展開している通販サイトです。特に地方物
産、贈答向けの高価格の食品を得意としています。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

地方の物産、主に食品
インターネットによる販路拡大を目指す企業
特にございません。

【ホテル】
企業名
URL
担当部署

リゾートトラスト株式会社
www.resorttrust.co.jp
購買部

所在地

名古屋市中区栄2-6-1 RT白川ビル

企業PR

会員制リゾートクラブ業界のシェア・売上げともに25年連続NO.1。
（2016年日経MJ「第34回会員制リゾートクラブランキング」より）
国内46ヶ所にリゾートホテル・シティホテルを展開しています。

商談希望商品

商談企業に対する要望事項

食料品・飲料全般
『こだわり』が明確な商品、地域色のある商品
高付加価値商品
幅広い提案をお待ちしております。

【観光施設】
企業名
URL
担当部署

長島観光開発株式会社
http://www.nagashima-onsen.co.jp
購買課

所在地

三重県桑名市長島町浦安333

企業PR

当社は『自然を大切にして健全な遊びを提供することにより働く人々の心のや
すらぎと明日への活力を取戻していただくこと』を社会的使命としています。そ
のために、「安全」「清潔」「サービス」を基本理念として、お客様の安全を最優
先し、お客様に気持ちよく過ごしていただけるように環境の整備と、いつも笑顔
でお迎えすることを心がけ、誰かと一緒に何度でも来てみたいと思っていただ
けるサービスに努めています。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

食料品全般
特に三重県の地域に密着した面白い商材を求めております。

【カタログ販売】
企業名
URL
担当部署

株式会社 大和
http://www.ymt-yamato.co.jp/index.html
名古屋支店

所在地

名古屋市中区丸の内2--16-15 ５１ＫＴビル 9Ｆ

企業PR

㈱大和は、40年以上にわたりギフト市場でカタログギフトを販売してまいりまし
た。「企画提案力」と本社サポートセンター「管理機能」の2つの強みを活用し、
多様なギフトニーズに対応しています。直販店舗、ＷＥＢ販売などから直接
ユーザーニーズをつかみ新しいギフトチャンネルにつながるＭＤ開発に力を入
れております。

商談希望商品

商談企業に対する要望事項

食料品全般
ギフト商品、催事で出店可能な商品
和洋菓子、米菓
特産雑貨など
特にございません。

【食品卸売業】
企業名
URL
担当部署

株式会社トーカン
http://www.tokan-g.co.jp/
営業本部商品統括部

所在地

名古屋市熱田区川並町4番8号

企業PR

弊社は、創業時より中京エリアを中心に事業の展開を続け、地域に密着した
リージョナル・ホールセラーとして「地元企業」の皆様と共に成長を続けてまい
りました。その結果、全国を商圏とするナショナル・ホールセラーではできな
い、よりきめ細かなサービスの実現が可能となりました。 さらに、他エリアへの
事業展開を推し進められる企業の皆様には、リージョナル・ホールセラーとし
ての枠にとらわれることなく、エリアを超えてサポートさせていただいておりま
す。

商談希望商品
商談企業に対する要望事項

市販用・業務用問わず、食料品全般
拘り商品、地産地消、原料等紹介ください

