
開 催 場 所
福 井 県 国 際 交 流 会 館

ふくい産業支援センターでは、地方のこだわり食品や食材を数多く取り扱うスーパー、百貨店、専門店、通販
会社等の仕入れ担当者を招いたプレミアムな商談会を開催します。大都市圏のバイヤーにご自慢の自社商品を直
接提案できる機会となりますので、県外などへの販路開拓を希望する事業者の方はぜひお申込みください。

ふくいフードPremium発掘商談会 募集概要

開催日時 平成３０年１１月８日（木） ９：３０～１６：３０

開催場所
福井県国際交流会館 住所：福井市宝永3丁目1-1
※自動車でお越しの際は、当会館指定駐車場をご利用ください(無料)

商談形式 ○１商談あたり最長２５分 ○１対１の対面による商談

募集
対象者

福井県内に本社もしくは事業所を構える中小事業者(個人、団体問わず)
※一次生産者も大歓迎です！

商談
対象商材

自社で製造、生産、開発した食品、食材
※バイヤーごとに対象商材が異なりますので、商談希望内容をご確認ください。

商談会
参加費

５，０００円（税込） ※参加申込までは無料です！
※バイヤーによる書類選定の結果、商談が組まれた時点で費用負担が発生
します。請求書到着後、指定期日までにお振込みください。

※商談件数に関わらず、商談会への参加費は上記金額となります。

提出書類

①参加申込書・・・・・・・企業情報および商談を希望するバイヤー企業等
を明記ください。

②FCPシート・・・・・・・・提案商品ごとにできる限り項目を記入した上で、
ご提出ください。※１社３点以内

※その他・・・・・・・・・・・商品チラシ、カタログなど（提出が可能な先のみ）

書類
提出先

当センター販路開拓支援部までメールまたはFAX、郵便にてお申込ください。
※送付先は裏面提出先をご確認ください。

募集締切 平成３０年９月７日（金）

備考
商談会当日に会場内で提案商品を展示しますので、書類選定結果にかか
わらず、前日までに提案商品を当センターまでご送付ください。
※商談に至らなかった事業者の方は展示希望者のみとなります。

募集HP http://www.fisc.jp/business/?p=1166&preview=true

参
加
メ
リ
ッ
ト

• 県内にて大都市圏を中心とする流通系の食品バイヤーに直接商品をご提案できます！

• 原料や製法、品質など少量生産であっても、地域性が高く、こだわった商材を求めています！

• 参加エントリーまでは無料！商談会には安価でご参加いただけます！
• 商談会では選考結果にかかわらず提案商品を展示可能！商品の情報発信につながります！

参加申込から商談会までの流れふくいフードPremium発掘商談会 募集概要

参加申込書およびFCPシートの必要事項をご記入の上、メールまたは
FAX、郵便にてお申込みください。参加申込までは無料です。

■募集締切 平成３０年 ９月７日（金）

①参加申込

②事前書類選定 （～９月下旬頃）

バイヤーに対し、参加申込書およびFCPシートを送付し、提案商品が商
談対象となるか書類選定を実施します。書類選定の結果、商談会へご
参加いただけない場合がございます。

③商談結果・スケジュールの案内

バイヤーによる選定結果をご案内します。併せて商談会へ参加する事業
者の方へ商談スケジュールおよび参加費の請求書を送付します。

商談が組まれた事業者

①展示用として商談会前
日までに提案商品のサン
プルを当センターまでご送
付ください。※全社必須
②商談会当日は、別途
ご案内する時間に会場ま
でお越しください。

①商談会にて商品展示を
希望される場合は商談会
前日までに、商品サンプル
を当センターまでご送付く
ださい。
②次回開催の際は、ご参
加お待ちしております。

開 催 日

平成30年11月8日(木)

平成30年度 ふくいフードPremium発掘商談会
～参加事業者 募集～ 募集締切：９/７(金)

（～１０月上旬頃）

商談に至らなかった事業者

後援： 福井県・(株)福井銀行・(株)福邦銀行・福井信用金庫・日本政策金融公庫福井支店

【参加予定バイヤー】 １８社 ※バイヤー企業概要は裏面をご確認ください。

㈱アオイサポート、 ㈱石原、 ヴィレッジバンガードプレース㈱、 ㈱紀ノ國屋、 ㈱五味商店、 ㈱サンクゼール、
㈱ＪＰ三越マーチャンダイジング、 ㈱世界文化社、 セコム㈱、 ㈱大近、 ㈱高島屋、 ㈱タカヨシ、
㈱東急百貨店、㈱日本百貨店、㈱阪急キッチンエール関西、 ㈱まるごとにっぽん、 ㈱三浦屋、 ㈱ゆとりの空間

１ ８ 社 食

【提出先・問合せ先】 （公財）ふくい産業支援センター 販路開拓支援部 販路開拓営業グループ
〒910-0296 坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16   TEL：0776-67-7407 FAX：0776-67-7419 Email：hanro-g@fisc.jp



NO バイヤー企業 (店舗名) 業態 所在地 企業概要

1
㈱アオイサポート

(フレッシュマーケットアオイ等)
高品質
スーパー

大阪府
大阪府下にてフレッシュマーケットアオイ４店舗、ビスチェーン６店舗のスーパー
マーケットにて食料品販売をしております。

2
㈱石原

(フードマーケット エコ・ピア)
高品質
スーパー

千葉県
弊社は、千葉県に「フードマーケット エコ・ピア」を２店舗(船橋市薬円台、市川
市八幡)展開する昭和２６年設立した高品質の食料品を取り揃えたスーパー
マーケットです。

3
ヴィレッジバンガードプレース㈱

(こととや／homecoming)
専門店 東京都

雑貨・書籍の専門店「ヴィレッジバンガード」の新業態として「こととや」・
「Homecoming」の屋号で食品専門店を全国１３店舗を展開しています。今
後、関東、東海圏に出展を増やす予定です。地方のこだわりの食品の取り扱い
と店頭での市町村フェアに力を入れています。

4 ㈱紀ノ國屋
高品質
スーパー

東京都
東京・青山に創業して102年。日本初のセルフのスーパーマーケット。随一の高
級スーパーマーケットでもあります。

5 ㈱五味商店 食品卸 千葉県
全国各地の“こだわり商品”を探しております。安心安全をテーマに化学調味料・
添加物不使用のものセレクトし、こだわり商品を求める小売店様とこだわり商品
を作るメーカー様との橋渡しをしています。

6
㈱サンクゼール
(久世福商店)

専門店 長野県

1979年創業。全国におよそ150店舗を運営。和のブランドショップ「久世福」で
は、日本全国のうまいものをメインに取り扱っております。また創業のルーツである
サンクゼールブランドでは、自社商品のジャムやドレッシング、パスタソースをメインに
展開しております。The Grocery & Wineブランドにおきましては、まだ店舗数と
しては少ないですが、世界中からファインフードの取り扱いを目指しております。

7 ㈱JP三越マーチャンダイジング 通販 東京都
２０１４年設立の合弁会社。郵便局向けのカタログを全国約２４，０００
局に配布しています。

8 ㈱世界文化社 通販 東京都
1946年創業の出版社。雑誌・書籍出版、通信販売、保育・介護関係など幅
広く手がけています。婦人向け雑誌「家庭画報」の別冊号として地域のこだわった
食材を販売するデリシャス宅配便などを発行、運営しています。

9 セコム㈱ 通販 東京都
１９９８年より開始したセキュリティ会社が運営する食品の通販。添加物を使
用しない商品、稀少性が高く上質な商品を１０００アイテム程度ラインナップし
ています。

10
㈱大近

(パントリー＆ラッキー)
高品質
スーパー

大阪府

関西を中心に31店舗展開している食品スーパーマーケットを運営している企業
です。また店舗だけでなく、商品製造工場・物流センター・外販部門（他社スー
パーへ販売）を所有し事業展開を行っています。店舗については、2016年、広
島市と川崎市の百貨店に出店。外販部門に関しては、当社のPB商品や自社
製造商品を他社に販売しています。取引先は北海道や東京・愛知・福岡・鹿児
島などの百貨店や地域スーパー。

11 ㈱高島屋 百貨店 東京都

高島屋グループはグループのコア事業である百貨店業を中心に、不動産業、金
融業、建装業など連結子会社27社によるグループ経営を行っています。中でも
オンラインストアは、これまで各地域の高島屋をご利用頂いていたお客様だけでな
く、新たなお客様との接点を広げる役割を担っています。毎年2桁増で伸張して
おり、昨年度年商100億円に達しました。

12
㈱タカヨシ

(わくわく広場)
専門店 千葉県

創立1970(昭和45)年（2010年ショッピングモールに「わくわく広場」を出店）
資本金5,000万円／売上140億円（平成29年9月期）
スーパーでは品揃えできない新鮮な産直野菜や惣菜・オーガニック食材など、「生
産者こだわりの食材」を、街中を中心とした身近な場所でご提供しています。

13 ㈱東急百貨店 百貨店 東京都 当社ＨＰをご参照ください。特に食料品に力を入れた百貨店です。

14 ㈱日本百貨店 専門店 東京都

「作り手にお金を回したい」という思いから始まった小売店です。東京・神奈川に7
店舗展開しています。生産者の方が一生懸命作っているもの・国産商品で地域
色が強いものを中心に食品・雑貨・伝統工芸品など様々な商品を取り扱っており
ます。

15 ㈱阪急キッチンエール関西 通販 大阪府
平成１４年５月に設立された阪急阪神百貨店グループの一員で、関西エリア
で年間１００万件以上を宅配する、食品宅配サービス会社です。

16 ㈱まるごとにっぽん (蔵) 専門店 東京都
平成26年4月2日設立。平成27年12月17日開業。全国各地の魅力が詰
まった地域応援専門館「まるごとにっぽん 蔵」を東京都浅草にて運営しています。

17 ㈱三浦屋
高品質
スーパー

東京都
大正１３年創業。東京都内を中心に１２店舗展開。諸国名産品に力を入れ、
２ヶ月に１回程度で「ご当地フェア」を開催しています。また、学校給食、自社製
品、商品にも力を入れています。

18 ㈱ゆとりの空間 専門店 東京都

1994年創立。全国の百貨店を中心に65店舗と自社のオンラインショップにて営
業。キッチン雑貨（食器・調理器具・エプロン等）を中心に取り扱っていたオンラ
インショップ内にて、2018年5月～生鮮食品の取り扱いを開始。（弊社サイト
内、「はれのひマルシェ」）

バイヤー企業情報 ※商談希望内容等につきましては、別紙バイヤー企業情報一覧を必ずご参照ください。


