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イオン九州株式会社 岩本商事株式会社 株式会社エース（北野エース） 大分一村一品株式会社

1/23(木)、1/24(金)
1/23(木)、1/24(金)

（両日とも10：00～14：00）
1/24(金)午後 1/23(木)、1/24(金)

希望する商材
＊地場素材を活用した食品加工品（グロサリー・
デイリー）
＊農産物、畜産物全般

＊加工用水産品（開きアジ他）
＊ちりめん（国産）
＊和牛（サーロイン、三角バラ）（輸出用）
＊日本酒（輸出用）

＊販売力のある商品
＊こだわりの品質

＊ギフト商材
＊催事商材
＊その他一般卸商材

取扱いできないもの 酒類

その他希望事項
可能な限り「商品カルテ」を作成している商品を
希望します。

パートナー企業の「栄水貿易株式会社」も商談に
参加します。

当社のオリジナルのギフト商品・一般卸商品を一
緒に開発・製造してくれる企業も探しています。

本社 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目9番11号 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸７−１２
東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング
1F・3F

大分市府内町1丁目２番15号　トキハ会館３階

事業内容

イオン九州は、イオングループの一員であるとともに、九州における小
売企業として、常に地域に根ざしてまいりました。食品の取組みとしま
しては、地域の生産者様のご協力のもと、地域でおなじみの逸品や、採
れたての新鮮野菜、旬の魚介類、地域特産の日配品や加工食品などを、
地域のお客さまにお届けする「地産地消」・「地産域消」の取組みを
行っております。

＊水産加工物卸売業
＊食品小売業
＊食品・酒類輸出入

小売業

＊農林水産物及びその加工品の卸・小売販売
＊民芸品及び工芸品の卸・小売販売
＊農林水産物及び民工芸品の研究開発並びに指
導・助言

営業エリア 全九州 全国、アジア（中国、台湾、マカオ他） 全国 全国

ＵＲＬ https://www.aeon-kyushu.info/ http://www.iwamotoshouji.com/ https://www.ace-group.co.jp/ http://www.oita-isson-ippin.co.jp/index.html

株式会社神田楽市
九州航空株式会社

(エクセレントアヴェニュー他)
九州旅客鉄道株式会社 株式会社くじゅう高原ガンジー牧場

1/24(金) 1/23(木) 1/24(金)午後 1/24(金)

希望する商材

＊加工食品
＊果物
＊日配
＊塩干

＊食肉（牛、豚、鶏）　＊野菜　＊魚介
＊アルコール飲料（ワイン等）
＊乳製品（生クリーム等）　＊加工品

＊九州産の素材や製法にこだわった食品ギフト
＊その土地らしさの見える独自性のある商品

＊土産品
＊宿泊施設の食材

取扱いできないもの 食品ギフト以外のもの

その他希望事項
特に地ビール等地元限定商品、安定的に供給でき
る商品を希望します。

本社 杵築市山香町大字内河野2543-1 大分市王子町12番1号 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 竹田市久住町大字久住4004-56

事業内容 食品小売業
ブライダル会場の運営（エクセレントアヴェ
ニュー、クラシカベイクオーレ、クラウンヴェー
ル、ヴァンレーヴの４会場）

お中元・お歳暮ギフト事業
土産品販売、レストラン、乳製品の製造販売、小
動物のふれあい牧場、ガンジー牛見学、グループ
で宿泊施設・飲食店経営

営業エリア 杵築市 大分県全域 主に九州、一部関東 九州一円

ＵＲＬ http://www.kandarakuichi.com/
http://excellentavenue.com/
https://www.classica-bc.com/

https://www.jrkyushu.co.jp/ http://www.guernsey-farm.net/

＜ バ イ ヤ ー 企 業 一 覧 ＞ （五十音順）
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ＪＡ全農おおいた 株式会社秀観（まるひでグループ） 株式会社スーパー細川 生活協同組合コープおおいた

1/23(木)、1/24(金) 1/24(金) 1/24(金)10：00～16：00 1/23(木)、1/24(金)

希望する商材
＊大分県産原料を使用した農畜産物加工品
＊大分県産農産物原料を使用した生活用品・工芸
品

＊菓子、ケーキに製造に必要な県内の商材
＊乳製品（牛乳、ヨーグルト、チーズ等）
＊ハム・ソーセージの加工品

＊生鮮食品　＊魚　＊肉　＊野菜　＊加工品、
酒、冷凍食品

＊県内製造を基本とする商材（常温・冷蔵・冷
凍）
＊県内原料を使用とする商材（常温・冷蔵・冷
凍）

取扱いできないもの
＊主に輸入原料を使用した食品（加工品）
＊工業製品

タバコ

＊原材料（添加物を含む）情報提供ができないも
の
＊栽培方法が明確でないもの
＊工場点検ができないもの

その他希望事項

＊当日担当バイヤーが参加できない部門は持ち帰
りとなります。
＊当日はできるだけサンプル等を持参ください。

特に冷凍食材を希望します。

＊商談にて確認後「帳合先」との調整が必要にな
ります。
＊無店舗、店舗では商流が違う為（同じ商材で
も）条件（時期、納価、売価等）が発生します。

本社 大分市大字古国府１２２０番地 大分市横田二丁目10番28号 中津市大字万田391-1 大分市青崎1丁目9-35

事業内容
農畜産物の販売
生産資材・生活関連資材の購買

菓子・ケーキ・パン製造販売、旅館・ホテル用デ
ザート製造販売

小売業（スーパーマーケット） 無店舗事業部（カタログ販売）店舗事業部

営業エリア 国内(一部輸出あり） 九州一円 大分市、中津市、豊前市 大分県内全エリア（店舗は県内8店舗）

ＵＲＬ http://www.ot.zennoh.or.jp/ http://www.maruhide.info/ https://super-hosokawa.com/ https://www.oita.coop/

株式会社トキハインダストリー 西日本高速道路ロジスティックス株式会社 日本ブライス株式会社 株式会社ハットリー（フーデリー）

1/23(木)、1/24(金) 1/23(木)10：30以降 1/23(木)、1/24(金) 1/23(木)午後

希望する商材

＊地域の特産品
＊お手土産品
＊地域の特産品を利用した加工品など
＊ギフト商品など

＊高速道路内のサービスエリア、パーキングエリ
アにて販売可能な商品全般
＊地産地消商品

玄米
＊常温商材（食品、菓子）
＊冷蔵商材（和・洋日配品、和・洋菓子、冷凍食
品）

取扱いできないもの 生鮮品 アルコール類・生鮮食品 上記以外 上記以外のもの

その他希望事項 生産法人及び生産者個人との商談を希望します。

本社 大分市明野東１丁目１番１号
大阪府大阪市北区堂島２丁目４番２７号
新藤田ビル１８階

福岡市博多区祇園町4-13　博多ゼネラルビル9F 宮崎県宮崎市霧島3丁目57番地2

事業内容 総合小売業

西日本高速道路グループとして、サービスエリア
を中心に、お客様満足度の向上を第一とし、良質
で多種多様なサービス・商品の提供を行う高速道
路専門の卸売業者。

米穀類の搗精・販売 小売業（スーパーマーケット）

営業エリア 大分県内 西日本管内の高速道路のSA・PAなど 全国 宮崎市内

ＵＲＬ https://www.tokiwa-industry.co.jp/ https://www.w-logi.jp/ http://www.brice.co.jp/ http://www.foodaly.jp/
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株式会社フレイン マックスバリュ九州株式会社（大分事業部） 株式会社松秀（潮騒の宿 晴海）
ユーマート　中山店

（有限会社佐伯食肉センター）

1/23(木) 1/24(金) 1/24(金)午後 1/23(木)、1/24(金)

希望する商材
＊干し椎茸
＊かぼすのドレッシング
＊かぼすの商材等青果全般

＊調味料　＊乾物　＊菓子（ギフト含む）
＊乳製品　＊デザート　＊パン　＊生菓子
＊ハムソーセージ

＊食材全般（特に野菜類）
＊売店用お土産品、
＊清掃・レストランの消耗品

＊青果　＊果物　＊塩干　＊惣菜　＊日配
＊パン　＊食品　＊菓子等

取扱いできないもの
＊御土産品
＊セット商品

その他希望事項
特に業務用惣菜商品を希望します（封を開けて盛
りつけてすぐ出せるもの）。

本社 竹田市拝田原201-2 福岡県福岡市博多区大井2丁目3番1号 別府市上人ケ浜町6-24 佐伯市大字長谷9682-131

事業内容 小売業（スーパーマーケット） 小売業（スーパーマーケット） 旅館業 小売業（スーパーマーケット）

営業エリア 大分県、熊本県 九州全域（事業部としては大分県内） 大分県内 佐伯市

ＵＲＬ http://www.frein.co.jp/ https://www.mv-kyushu.co.jp/ https://www.seikai.co.jp/ https://you-mart.co.jp/index.html

株式会社47CLUB

1/23(木)、1/24(金)

希望する商材
＊食品
＊伝統工芸品

取扱いできないもの 生物

その他希望事項

本社 東京都中央区築地1-12-6 築地えとビル4F

事業内容

＊47都道府県の新聞社が地元の事業者さんを応援するために設立。
＊ネット通販をベースにしながらデパート催事や企業キャンペーン、カ
タログ通販なども扱う総合ECモール。　・大分でECサイト出店をフォ
ローするのは大分合同新聞社。「出店」という形になるので月々出店料
がかかる（約23,000円）。

営業エリア 全国各地。海外も条件次第では対応可能

ＵＲＬ http://www.47club.co.jp/corporate-47club.html
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