
■ 買い手企業紹介 （※詳しくは公式サイトをご覧ください。http://www.hocci.or.jp/urimesse2021/）

※ご提供頂いた情報は商談会に関する各種連絡・バイヤーとの情報交換に利用させていただきます。
※正午〜13時、15時〜15時30分は休憩タイム
※駐車場は近隣の有料駐車場をご利用ください。

　※詳細情報は、商工会議所ホームページにて
　　バイヤー様個々の情報を確認ください。
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❶㈱近鉄百貨店 東大阪店
https://www.d-kintetsu.co.jp/
store/higashiosaka/

東大阪店は、食料品の対面販売と催事を中心とした売場となっております
が、近鉄百貨店の他店とは違い、毎日ご来店および週に3～4回ご来店のお
客様が6割以上を占め、地域密着型店舗として開業以来多くのお客様にご
愛顧いただいております。

期間限定催事（売仕） 弊社規定による

❷㈱京阪百貨店
https://www.keihan-dept.co.jp/
company/

大阪府内に「京阪百貨店」５店舗を運営〈守口店、枚方店、モール京橋
店、くずはモール店、住道店〉

和洋菓子、惣菜、グロサリー、青果
※店舗・ネット販売及び催事〈スポット〉販売 ＰＬ保険加入者、法令遵守〈コンプライアンス〉

❸㈱近商ストア
https://www.kinshostore.co.jp/
html/

近鉄グループの一員として創業65周年の歴史を誇るスーパーマーケット
です。大阪、奈良、京都において、３７店舗展開する地域密着型スーパー
で、時代のニーズに合ったサービスを展開しています。

加工食品（酒、飲料、米、調味料、乾麺、カップラーメン、嗜好品、菓
子等）
上記記載の品目で、原料、製法、味にこだわった、他量販では販売して
いないこだわり商品

·商品にはＪＡＮコード記載必須
·直接取引ではなく問屋様を通じて取引できることが望ましい。
もしくは問屋様との口座開設が可能なほうが望ましい。

·弊社主要取引問屋様
 （三菱食品、伊藤忠食品、加藤産業、山星屋、ジャポニクス）

❹コーナン商事㈱
https://www.hc-kohnan.com

ホームセンター事業、建築職人向け小売業および会員制建築資材卸売
業。コロナ禍によりお客様の購買動向に変化が見られ、弊社はＰＢ商品
を中心に新商品開発に力をいれております。
ホームセンターコーナンとコーナンＰＲＯを中心に展開しており、グルー
プ企業としてビーバートザン、建デポが有り。ＰＢ商品に関してはグルー
プ企業への供給以外にも販売を行っております。

ペット用品、園芸用品、レジャー用品、ＤＩＹ用品、ＰＲＯ向け商材、各
種開発商品

ＰＢの製造、請負企業様（特に他社ＰＢの実績がある企業様）
輸入商社様や工場未定でアイデアのみの提案はご遠慮致します。
ＰＬ保険加入
製品に関する日本での検査書、試験書

❺㈱東急ハンズ
https://hands.net/

東急ハンズは、お客様の生活文化の創造をお手伝いします。お客様一人
ひとりの生活づくりに貢献するため様々な商品を幅広く取り揃え、豊富な
商品知識に基づいた親切で丁寧なコンサルティングセールスを行います。

普段、店頭にて展開している定番商品に対して、補完する位置づけとしての催
事·スポット商材を探しています。地域性ならではの商品、技術力やアイデア
を活かした商品など一般的なNB商品との差別化を期待します。売場で充分
にアピールできるように、ある程度の品数、ボリュームがあることが望ましい。

心斎橋店・梅田店・あべのキューズモール店
翌月末現金振り込み、その他相談による

❻枚方パートナーシップス㈱
　（枚方ビオルネ）
https://www.vie-orner.com/
https://zakka-kurawanka.com/

弊社は京阪枚方市駅近接の商業施設「枚方ビオルネ」の運営会社です。
テナント誘致、催事・イベントの開催を中心に施設運営するだけでなく、
館内で「雑貨店KURAWANKA」「服飾雑貨POPUPSTAGE２nd」「韓
国雑貨K -POPTOWN」の3店舗を直営物販店舗として運営しています。
施設として小売り店舗として様々な業種の企業様と取引しています。
実りのある商談の機会を期待しています。

生活雑貨、インテリア雑貨、化粧品、コスメグッズ、食品、文具雑貨、
ステーショナリー、服飾雑貨、鞄、靴下
継続可能な定番商品、単品及びギフトセット、スポット催事商品、期間
限定イベントほかネット販売

売上仕入および買取、月末締め翌月末払いの口座振込、定期的
な営業ラウンド希望、PL保険加入、表示義務などにおいて虚
偽がないこと

❼㈱ファミリーマート
https://www.family.co.jp/

コンビニエンスストアのファミリーマートです。
地域との調和性の高い商品の品揃えの充実と地元住民の皆様に支持され
る商品との出会いを求めています。
東大阪・守口・寝屋川・枚方営業所の担当を派遣します。

特に地域性のある食品、冷凍食品、飲料、酒など、良い商品であるこ
と。知名度があればなお扱いやすいです。
ファミリーマート1店舗から数店舗の企業様との直接取引の形態をとりま
す。弊社は商談窓口として店舗への情報提供、安心安全の視点より商品
情報の確認等を行います。

·コンビニエンスストアの特性上、小ロットが扱いやすい
· 表示義務において正しい運用がされている
·日常使いのできる地域住民がリピートする商品を求めています。

❽不二商事㈱
http://www.topworld.jp/

トップワールドというスーパーマーケットを大阪北部、枚方、寝屋川市を
中心に展開。添加物・化学調味料を使用しない食品を中心に取扱いをし
ております。

グロサリー、和洋菓子、日配品、地元野菜 PL保険加入者、その他弊社規定による
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❾㈱ＩＣＴ
https://paypaymall.yahoo.co.jp/
store/wagonsale/top/

幅広いジャンルの取扱い商材有り。長年 ECモールで他店舗展開してお
り、リピーター多数の店舗（店舗名：わごんせる）

食品、日用雑貨、コスメ、美容など
単品、ギフト商材などジャンル問いません 表示義務などにおいて虚偽のないこと、その他弊社規定による

�㈱イージャパンアンドカンパニーズ
https://www.rakuten.ne.jp/gold/japan-ds
https://www.ejapan.co.jp/

楽天·ヤフー·アマゾン·ａｕ·ポンパレ等の主要モールでネット販売をして
います。現在、取扱商品数は約30万点。食品・飲食・お菓子·日用雑貨·
文具·園芸用品·ギフト等を取り扱っています。

冷凍食品（直送）、食品、飲料、お菓子、日用雑貨（洗剤・日雑などの
ホームセンター・ドラッグストアにあるような商材）、インターネットで販
売ができるもの

商品情報の提供、エンドユーザー様「直送」または、弊社「倉
庫」入れ（東大阪）

�㈱エー・ビー・シーメディアコム
https://shop.asahi.co.jp
https://abcmc.co.jp/

朝日放送グループの通販会社です。テレビ番組「せのぶら本舗」を中心に
テレビ通販事業を展開。ラジオ・ネット・カタログ通販も運営しています。

オールジャンル（化粧品、健康グッズ、健康食品の表現には制限がありま
す。サプリメント、EMS、水素水関連商品の取り扱いはできません。） 受注発注（買取不可）

�大阪いずみ市民生協
https://www.izumi.coop/

食の安全・安心、たすけあいのある街、平和で緑豊かな地球・・・人間
らしい豊かなくらしに関わるさまざまな願いを協同の力で実現する、それ
が生協です。大阪いずみ市民生協は、南大阪を中心に幅広い事業を展開
し、組合員数５３万人、供給高９３０億円の生活協同組合です。

食品（日配·冷食·畜産·加工食品·調味料·飲料·パン·菓子）
※独自媒体「ナチュラルプラン」のコンセプトに沿った商品
　「ナチュラルプラン」では、不必要な添加物を使用しない、主原材料は　
　国産などの商品コンセプトで品揃えしています。
※こだわり食品、生協のカタログ、インターネットがメインのため、ある　
　程度の製造キャパを必要としたいです。

食品製造所の衛生管理·品質管理の確認のため、
①製造·販売·処理業許可書
②食品衛生管理者の届書 
などの書類（コピー）の提出が必要です。

�カルチュア・コンビニ
　エンス・クラブ株式会社　　
　枚方Ｔ-ＳＩＴＥ
https://store.tsite.jp/hirakata/

蔦屋書店とスターバックスを中心としたライフスタイル提案型商業施設。
約50店舗のテナントやスーパー、銀行もあり枚方市駅前のランドマーク
となっています。各フロアに催事、イベントスペースがあり、日々様々なイ
ベントを行っています。定期的にイベントや出店者を募っていますので、
よろしくお願いします。

アクセサリー、雑貨、アパレル、スイーツ、食全般、地方物産、家電、健
康機器等　上質なライフスタイルをお客様に提案できるアイテム全般。
※催事、イベントスペースも可

歩合、スペースレンタルなど要相談

�㈱関西テレビハッズ
https://ktvolm.jp/h/

関西テレビ放送 地上波にてテレビ通販番組をレギュラーで２番組放送し
ています。 テレビ通販に向くさまざまな種類の商品。 直近２期の決算書、会社概要、全部事項証明書

委託販売

�産経新聞社大阪本社
　（47CLUB）
https://www.47club.jp/

47CLUB（よんななくらぶ）は、全国の地方新聞社厳選お取り寄せサイ
ト「47CLUB」を核に、カタログギフト、首都圏高級スーパーでの販売、
催事、企業のキャンペーン商品への採用など、各都道府県のご当地の物
産品の販路拡大のお手伝いをしています。その中で、産経新聞社は大阪
府と和歌山県のご当地の物産品をお持ちの事業者様を担当しています。

47CLUBに出店参加し、大阪府から想起される商材をお持ちの事業者
様との商談を希望しています。 ４７ＣＬＵＢへの出店参加（月々の参加料などが必要です）

�ＧＢＦＴ㈱
https://gbft-ltd.com/

国内主要ＥＣモールを網羅しており、各モールでの高水準のショップレ
ビュー、各種賞を多数獲得しています。
必要最低限な情報と価格のみで販売するのではなく、商品の良さをしっ
かりと訴求し販売することにも取り組んでおります。

ネット販売可能な家電、家具、雑貨
梱包サイズが260までの商品

PL保険加入者
表示義務などにおいて、虚偽のないこと

�㈱デジタルアックス
http://digital-axe.co.jp

生鮮食品、和洋菓子、惣菜、佃煮、グロサリー類、日配品、雑貨、家電、
工芸品等 単品およびギフト商品、催事商品、景品商品 受発注·個配送、その他弊社規定による

�㈲ピュアデント
https://store.shopping.yahoo.
co.jp/puredent/

ヤフー、楽天等の主要モールでネット販売をしています。歯科医が勧める（歯
ブラシ、歯みがき粉、洗口液などの）デンタルケア商品を取り扱っている
お店です。

歯ブラシ、デンタルクロス、歯磨きペースト、洗口液、マッサージ機（顔用）
弊社オリジナル商品を導入したく、OEMで製造していただく会社 売上仕入、パッケージまで供給していただける企業

�ファインバレイ㈱
https://www.finevalley.co.jp/

モーターサイクルツーリング関連及びキャンプ用品の製品を扱っていま
す。固定概念にとらわれずアイデアを活かしたモノづくりに拘っています。
自社ブランド製品として生産し、９割をBｔｏＣとしています。また、既
製品の仕入れも活発に行い１００％買取販売です。

チタン、ステンレス、アルミ、カーボン他、平板やパイプの加工製品
合成繊維、ターポリン、PU、シリコンゴム等の加工製品
皮革製品の製造及び加工製品
特に絞り込むことは致しておりません。得意とされている分野のお話を
お聞きした中からアイデアを出し合えるといい。

売上仕入、ＰＬ保険加入者、表示義務などにおいて虚偽のない
こと
※必要な場合のエビデンスが提示可能なこと/ 法令を遵守して

いること、環境保護問題に取り組む姿勢のあること、その他
弊社規定による

卸 

売 

企 

業

�大阪船場流通マート㈱
http://www.tonyaking.jp/

弊社は、主旨にご賛同いただいた全国の小売店会員と加盟していただいた製
造卸会員とが、中間物流を省き、直接取引ができる「出会いの場」を提供する
ことによって製販一体の新しい商取引の業態開発に努めております。自社製品

（一般消費材）の販路を求めておられる製造卸メーカー様を歓迎いたします。

生活関連雑貨、小家電、インテリア、服飾、美容・健康、玩具、衣料品、
食料品（加工品）など一般消費者が購入可能な完成品であれば何でも
可能。
※価格競争力、独自商品など販促可能な商品群を希望します。

・弊社の会員メーカー様となっていただいて、小売店会員様と
商談可能な企業様。

・会社組織、法人組織が希望。

�明機商事㈱
https://meikishoji.co.jp/

価値を創造し続ける会社を目指しています。
弊社は製造業者様が持つ『技術』や『知識』をアイデアと工夫で形にす
る卸事業者です。単なる卸事業者では無く、『価値』を生み出す会社で
あり続けたいと考えます。弊社が考える商品の価値とは『喜び』『感動』
など、目には見えない価値です。それを作り出すことが出来るよう、皆
様とともに考え、実行する会社を目指していきます。

雑貨・服飾雑貨・健康関連雑貨等
ストーリー性の高い商品
競合商品 (サービス )に対し、明確な優位性を感じる商品
顧客ターゲットは４０～７０才代の男女
小売上代が5,000～20,000円位の商品

PL保険加入必須
その他弊社規定による

�㈱森内商行
http://moriuchi.co.jp

４つの事業内容
①リビング：食品スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、家具、雑
貨店、生活用品等の卸売業
②ギフト：贈答品、全国のギフト販売店、企業福利厚生など
③販促：企業への販促、自治体への記念品など
④シール貼付け、のし包装、出荷代行

多種多様のクライアント様へ提案のため
住居・生活関連、雑貨関連、食品、販促商材

ＰＬ保険加入者、表示義務などにおいて虚偽ないこと、その他
弊社規定による
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�㈱Ａ＆Ｊ
http://aandjcorporation.com/

弊社は、中国本土、台湾、香港等の中華圏に食品や工芸品を輸出してお
ります。主な取扱商品は、工芸品（金属工芸、香、陶磁器等）、食品（菓
子、茶、調味料、日本酒等）等で、現地のパートナー企業の直営店、百貨
店、高級スーパー、オンラインショップ等で販売しています。
また、台湾のSOGOで開催される日本商品展へ出展される企業様の貿易
業務も担当しております。

中国本土、台湾、香港等の中華圏への卸売を目指す商品を探しております。
【工芸品】金属工芸品（茶器類）、香、陶磁器類。
【食品】スーパーマーケットに向けた手頃な価格の商品。
台湾のSOGOで開催される日本商品展（毎年10月上旬）への出展を希望
される企業様も探しております。特に、雑貨・工芸品の企業様を探してお
ります。（本物産展のみ仕入消化となります。）

基本的には、日本国内決済、日本国内納品、買取を前提としてお
りますが、台湾での日本商品展のみ仕入消化となります。食品、
雑貨については、小ロットでは取引が難しいこともあります。

◎ 1月21日 当日参加できないが個別商談が可能 （バイヤー様と参加者様の日程を調整できます。）

◎ 1月21日 当日参加企業


