
中南信エリア「自慢の逸品発掘・売込逆商談会」参加買い手企業一覧

id 事業所名 住所 希望仕入分野 求める商品 事前に伝えておきたい内容など ＨＰ Ｈ30年申込

1 株式会社　長野県A・コープ 長野市市場2-1 加工食品 長野県内生産原材料を使った加工食品、できれば100％長野県産
商品取引に際しては、問屋さん経由にてお願いします。
（基本、直接取引はありません）

https://www.nagano
-acoop.co.jp/

○

2 株式会社　会玉屋
長野市大字川合新田字古屋
敷2889-8

加工食品、日配品、食品土産品、飲料・酒類・その他 お惣菜（加工用、原材料）、及び農産物、農産加工品 ○

3 たてしな自由農園 茅野市米沢3905-1 加工食品、日配品、食品土産品、飲料・酒類・その他

（加工食品、日配品、食品土産品）信州の素材を使用した商品
（飲料・酒類）地域の食文化が見える商品等（県内で製造された
商品全般

https://www.tateshi
nafree.co.jp/

○

4 株式会社　ヤマサ 松本市大字笹賀7600-22 加工食品、飲料・酒類　その他 （加工食品）通販、お取り寄せ向けな信州の加工品（飲料・酒
類）日本酒、地ビール、ワインetc　小ロット可能な商品

5
千曲観光株式会社　東部湯の
丸サービスエリア（下り）

東御市祢津1853-1 加工食品、食品土産品 （加工食品）すばやく調理できる長野県産食材（食品土産品）長
野県産食材を使用した袋菓子や土産品PB商品提案も歓迎

土産品の仕入は、売価の50％～60％を希望します。

http://ckktour.serve
r-
shared.com/com.ht
ml

○

6 株式会社　ツルヤ 小諸市御幸町2-1-20 加工食品、日配品、食品土産品、飲料・酒類・その他

（加工食品）調味料、レトルト食品、ビン缶詰（日配品）惣菜、
冷惣菜、冷凍食品、和洋生菓子（食品土産品）信州産原料を使用
し着色料、保存料等添加物を使用しないもの

味、品質、原料にこだわった商品であり、量販価格であ
る事

https://www.tsuruya
-corp.co.jp/

○

7
アルピコ交通　株式会社　梓
川サービスエリア（上り）

安曇野市豊科高泉972-5 加工食品、日配品、食品土産品、飲料・その他

（加工食品）調味料、香辛料、農水産缶詰、シリアル、バスタ、
乾物、嗜好品、ジャム、蜂蜜、菓子材料、レトルト、即席めんな
ど（日配品）乳製品、デザート、漬物、珍味、冷凍食品等（その
他）果物

地域の土産品として販売できる物
http://www.alpico.co
.jp/traffic/servicear
ea/

○

8 株式会社　飛騨あずさ 岐阜県下呂市森1501-3 加工食品、日配品、食品土産品、飲料・酒類・その他
長野県や各市町村ならではの特色や物語性を強く持った特産・名
産品を探しています。

今回は、通販事業部「あずさ屋」として観光土産品に留
まらず、幅広い分野からご提案をいただきたく応募しま
した。

http://www.hida-
azusa.com/framepag
e1.htm

9
アルピコ交通　株式会社　諏
訪湖サービスエリア（上り）

諏訪市豊田字所久保3118 加工食品、食品土産品 （加工食品）惣菜類、調味料等（食品土産品）菓子類（常温、冷
蔵、冷凍）

http://www.alpico.co
.jp/traffic/servicear
ea/

○

10
株式会社　サザビーリーグ
ＡＫＯＭＥＹＡ事業部

東京都中央区銀座2-2-6
第2DKビル3F

加工食品 （加工食品）こだわりの商品
https://www.akomey
a.jp/shop/default.as
px

○

11 株式会社　JALUX
東京都港区港南1-2-70
品川シーズンテラス12F

加工食品、飲料・酒類　その他

（加工食品）食品ギフト、産地直送品　スイーツなど。百貨店等
への食品ギフト企画・卸対象商品やカタログ・WEB通販用の食
品を求めます。（飲料・酒・その他）ジュース、クラフトビー
ル、フルーツ（青果）

製造に係る品質管理がしっかりしている。PL保険に加入
している。指定包装紙、挨拶状同梱による「食品ギフ
ト」として産地直送ができる。配送に耐えうる化粧箱な
ど資材がしっかりしている。商談時に前述した内容が
整っていなくても、要望にお答えいただければそれでも
結構です。

https://www.jalux.co
m/

12 株式会社　タカヨシ
千葉県千葉市美浜区中瀬1-
3　幕張テクノガーデンB
棟14F

加工食品、飲料
（加工食品）調味料、乾物、ジャム、お茶、香辛料、米菓、甘
味、乾麺、缶詰、漬物（常温）賞味期限90日以上（飲料）果汁
飲料

お取引条件：消化仕入取引（買取不可）、物流センター
一括納品

https://wakuwaku-
hiroba.com/

13
イオンリテール　株式会社
長野事業所

松本市双葉5-20 加工食品、日配品、農産品

（加工食品）調味料、農産加工食品、乾物、嗜好品、ジャム、蜂
蜜、飲料、菓子、米穀、レトルト（日配品）パン、生菓子、おや
き、豆腐、コンニャク、漬物、冷凍食品、麺類（農産品）野菜、
果物

加工食品、日配品、農産品で3ブース https://www.aeonret
ail.jp/

○

14 有限会社　セレンディブ
東京都新宿区北町22-5
ウィン市ヶ谷801

加工食品、飲料・その他
（加工食品）保存温度帯は特に問いません。又、現在構想
中や企画中の商品も歓迎致します。（飲料・その他）酒類
を除く

なるべく差別化や高付加価値化が明確な、商品や食
材を希望致します。又、六次産業化中央サポートセ
ンターのプランナーとして、これらに取り組む事業
者様の商品開発や販路開拓等も、お手伝いをさせて
頂きたくも存じます。

15
株式会社　郵便局物販サービ
ス

愛知県名古屋市中村区亀
島1-11-14　東特会館2
階

加工食品、日配品、飲料、その他

（加工食品）産地直送が可能な食品ギフト、スイーツなど
（日配品）産地直送が可能な商品（飲料、その他）産地直
送対応可能なジュース、青果物等　※免許の関係で酒類は
取扱不可

安心安全は当然のこと、なおかつ下記の要素を持つ
商品を求めています。・地域性を持った商品（原材
料や製法）・上質かつこだわりを持った商品　※対
象外商品　・冷凍保存が必要な食品・消費期限4日以
内の食品・産地対応不可の食品

https://www.jp-
ts.jp/

16
信南サービス　株式会社
駒ヶ岳サービスエリア（上
り）

駒ヶ根赤穂大徳原15-160 加工食品、食品土産品 （加工食品・食品土産品）信州の特産品 http://s-styl.com/ ○

17
株式会社　井上　アイシティ
21

東筑摩郡山形村7977 加工食品、食品土産品 出店・催事ができると尚良いです。
http://www.inouedp.
co.jp/icity/restauran
t.html

○

18
合資会社　親湯温泉（蓼科親
湯温泉、上諏訪温泉しんゆ、
萃sui-諏訪湖）

茅野市北山4035 加工食品、日配品、食品土産品、飲料・酒類・その他

（加工食品）信州らしいもの、無添加（日配品）信州らし
いもの、地産地消（食品土産品）信州を感じるお土産、見
た目がオシャレ（飲料・酒類・その他）地ビール、地酒、
季節限定品、ワイン、信州産ジュースなど

3店舗合同でお邪魔致します。（蓼科親湯温泉、上諏
訪温泉しんゆ、萃sui-諏訪湖）

https://www.tateshi
na-
shinyu.com/access/

○

19
公益財団法人　長野県学校給
食会

長野市若穂川田3800-5 加工食品、日配品、飲料、その他
（加工食品、日配品、飲料・その他）長野県産または国産
食材を使用した商品。学校給食に使用します。

安定供給していただける商品をお願い致します。
http://www.nagk.or.j
p/

○

20
一般財団法人　長野県観光機
構　　　銀座ＮＡＧＡＮＯ

長野市南長野692-2 加工食品、その他
（加工食品）地元の食材を使用した長野県らしいもの（そ
の他）青果

ＰＬ保険の加入必須。食品表示法に沿った表示がな
されている。小ロット希望。

https://www.ginza-
nagano.jp/

○

21 株式会社　デリシア 松本市大字今井7155-28 加工食品、日配品、飲料 （加工食品）レトルト米飯、調味料（日配品）バームクー
ヘン、焼き菓子、餅（飲料）むぎ茶、ペット飲料

長野県産の原料を使用した商品を開発
https://www.delicia-
web.co.jp/

○

22
一般社団法人富士見町開発公
社　　富士見パノラマリゾー
ト

諏訪郡富士見町富士見6666-703 加工食品、食品土産品、飲料・酒類・その他
（加工食品）レストラン使用食品全般（食品土産品）土産
品全般（飲料・酒類・その他）土産用

スキー場レストラン、売店にて使用 https://www.fujimipa
norama.com/snow/

23 株式会社　ファミリーマート 松本市巾上10-13　2Ｆ 加工食品、食品土産品、飲料・酒類・その他
（加工食品）地元の食文化に根付いた商品（食品土産品、
飲料・酒類、その他）地元食材を使用した商品

取扱には長期に時間を要する場合がございます。
又、事業拡大等、ファミリーマート運営に関する質
問も対応致します。

https://www.family.c
o.jp/goods.html

24 有限会社　上社ドライブイン 諏訪市大字中洲201 加工食品、食品土産品 （加工食品）お菓子（食品土産品）郷土土産品 ○

25 株式会社　明神館 松本市入山辺8967 加工食品、食品土産品 （加工食品・食品土産品）明神館の売店および扉グループでの土産品
http://www.tobira-
group.com/myojinka
n/

26 くらすわ（養命酒製造(株)） 諏訪市湖岸通り3-1-30 加工食品、食品土産品、飲料 （加工食品）ジャム（食品土産品）菓子（飲料）ジュース ＯＥＭを受けて頂ける企業様を探しております。 http://www.clasuwa.
jp/
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