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参加商社リスト 

 

【参加商社①】  

会社名 アグリホールディングス株式会社 

本社所在地 東京都港区南青山 5-4-35-1005 

TEL 03-4477-6886 

FAX 03-6427-3690 

ホームページ URL http://agri-hd.com/ 

代表者 氏名 前田 一成 役職 代表取締役社長 

輸出先国・地域 米国、シンガポール 

輸出取り扱い品目 米、清酒、調味料など 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 ― 

集荷可能エリア 東京、横浜、秋田ほか 

取り扱い最低ロット パレット単位 

運送条件 常温・冷蔵・冷凍・混載（常温）・混載（冷蔵・冷凍） 

その他取引条件 ― 

 

 

【参加商社②】  

会社名 インタービジネスブリッジ合同会社 

本社所在地 神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘 1-14-6 

TEL 050-3546-2023 

FAX 044-988-7451 

ホームページ URL http://www.inter-bb.com/ 

代表者 氏名 深澤 建臣 役職 ― 

輸出先国・地域 中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール 

輸出取り扱い品目 肉/肉を用いた加工品、魚介類/魚介類加工品、穀物/穀物加工品、米/米加工品、

野菜・果実/加工品、糖類/糖類加工品/はちみつ、コーヒー/ココア/香辛料類、茶

葉、調味料、清酒、焼酎、その他のアルコール飲料、動・植物油、その他加工品 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 ― 

集荷可能エリア ― 

取り扱い最低ロット 1ケース（テスト販売時） 

運送条件 常温・冷蔵・冷凍 

その他取引条件 常温に限らず、冷凍品、冷蔵品も可能 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

【参加商社③】  

会社名 株式会社アルゴナフト 

本社所在地 新潟県新潟市中央区東大通 1-3-1 新潟帝石ビルディング 4階 402号室 

TEL 025-243-7700 

FAX 025-243-7702 

ホームページ URL http://www.argonavt.jp 

代表者 氏名 菅原 専 役職 代表取締役社長 

輸出先国・地域 シンガポール、ロシア・CIS地域 

輸出取り扱い品目 茶葉、調味料、非アルコール飲料、その他加工品（菓子） 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 ― 

集荷可能エリア 全国どこでも可能 

取り扱い最低ロット ― 

運送条件 常温・冷蔵 

その他取引条件 ― 

 

 

【参加商社④】  

会社名 株式会社 いし東 

本社所在地 東京都中央区銀座 2-13-3いし東ビル 

TEL 03-3549-7477 

FAX 03-3549-7471 

ホームページ URL http://www.ginza-ishito.com 

代表者 氏名 平石 勇夫 役職 代表取締役社長 

輸出先国・地域 韓国、香港、ベトナム、タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポール、インドネシア、イ

ンド、カンボジア、EU（イタリア、オランダ、スイス、ドイツ、フランス）、中東（クウェー

ト、バーレーン、ＵＡＥ）、ロシア・CIS地域、その他 

輸出取り扱い品目 肉/肉を用いた加工品、酪農製品/鶏卵/鶏卵加工品、魚介類/魚介類加工品、穀物

/穀物加工品、米/米加工品、野菜・果実/加工品、糖類/糖類加工品、香辛料類、

茶葉、調味料、清酒、焼酎、その他のアルコール飲料、非アルコール飲料、動・植物

油、その他加工品 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 ― 

集荷可能エリア 東京 

取り扱い最低ロット 要相談 

運送条件 常温・冷蔵・冷凍 

その他取引条件 ― 

 



  

 

 

 

 

 

【参加商社⑤】  

会社名 株式会社桜波 

本社所在地 宮城県仙台市宮城野区榴岡 5-12-55 NAViSビル 1F 

TEL 050-3738-5779 

FAX 022-774-1930 

ホームページ URL http://www.ouha.jp/ 

代表者 氏名 阿部 錬平 役職 代表取締役社長 

輸出先国・地域 東南アジア、香港、台湾、オーストラリアなど 

輸出取り扱い品目 肉/肉を用いた加工品、酪農製品/鶏卵/鶏卵加工品、魚介類/魚介類加工品、穀物

/穀物加工品、米/米加工品、野菜・果実/加工品、糖類/糖類加工品/はちみつ、茶

葉、その他加工品 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 要相談 

集荷可能エリア 全国対応 

取り扱い最低ロット 要相談 

運送条件 常温・冷蔵・冷凍 

その他取引条件 ― 

 

 

【参加商社⑥】  

会社名 株式会社太知ホールディングス 

本社所在地 東京都千代田区富士見２－１０－２グラン・ブルーム５階 

TEL 03-3512-5320 

FAX 03-3512-5508 

ホームページ URL http://www.anabas.co.jp/ 

代表者 氏名 川村 修三 役職 代表取締役 

輸出先国・地域 ミャンマー、中東（イラン、サウジアラビア、ＵＡＥ、ヨルダン、その他）、アフリカ（エジ

プト） 

輸出取り扱い品目 魚介類/魚介類加工品、穀物/穀物加工品、コーヒー/ココア/香辛料類、清酒、焼

酎、非アルコール飲料（清涼飲料水）、その他加工品（菓子類） 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 ― 

集荷可能エリア 要相談 

取り扱い最低ロット 要相談 

運送条件 常温・冷蔵・冷凍・混載（常温）・混載（冷蔵・冷凍） 

その他取引条件 ― 



  

 

 

【参加商社⑦】  

会社名 株式会社ドウシシャ 

本社所在地 東京都港区高輪 2-21-46 

TEL 03-6408-5585 

FAX 03-6408-5608 

ホームページ URL http://www.doshisha.co.jp 

代表者 氏名 野村 正幸 役職 代表取締役社長 

輸出先国・地域 米国、中国、韓国、台湾、香港、ベトナム、タイ、マレーシア、ミャンマー、シンガポー

ル、インドネシア、EU、中東、ロシア・CIS地域 

輸出取り扱い品目 魚介類/魚介加工品、糖類/糖類加工品/はちみつ、茶葉、調味料、清酒、焼酎、 

その他のアルコール飲料、非アルコール飲料、動・植物油、その他加工品 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 個々に確認 

集荷可能エリア 大阪 東京 

取り扱い最低ロット 要相談 

運送条件 常温 

その他取引条件 ― 

 

 

【参加商社⑧】  

会社名 株式会社西原商会 

本社所在地 鹿児島県鹿児島市与次郎一丁目 1-10-21 

TEL 092-937-8010 

FAX 092-937-8020 

ホームページ URL http://www.nishihara-shokai.co.jp 

代表者 氏名 西原 一将 役職 代表取締役社長 

輸出先国・地域 香港、タイ、フィリピン、シンガポール、米国（グアム）、台湾 

輸出取り扱い品目 業務用総合食品 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 輸出先規制による 

集荷可能エリア 指定場所あり（福岡） 

取り扱い最低ロット 品目により要相談 

運送条件 常温・冷凍 

その他取引条件 ― 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

【参加商社⑨】  

会社名 研光通商株式会社 

本社所在地 東京都千代田区岩本町 3-1-2 岩本町東洋ビル 4階 

TEL 03-6820-8087 

FAX 03-6820-8072 

ホームページ URL http://www.kenkoco.com/index.html 

代表者 氏名 芋生 龍哉 役職 代表取締役社長 

輸出先国・地域 中国 

輸出取り扱い品目 清酒、焼酎、その他のアルコール飲料 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 都度確認要 

集荷可能エリア 神戸、他（要確認） 

取り扱い最低ロット 品種・価格によるので、都度確認要。基本的には、コンテナー単位を希望（2000～

6000本）。 

運送条件 常温・冷蔵 

その他取引条件 我々の考え・意向に即した取引先を希望したいので、事前の販売計画・戦略等の協

議が必要不可欠。 

 

 

【参加商社⑩】  

会社名 航空集配サービス株式会社 

本社所在地 千葉県習志野市東習志野 1丁目 6番 17号 

TEL 047-477-3711 

FAX 047-477-3714 

ホームページ URL http://www.shuhai.co.jp/ 

代表者 氏名 堀越 大吉郎 役職 代表取締役社長 

輸出先国・地域 中国、香港、マレーシア 

輸出取り扱い品目 魚介類/魚介類加工品、野菜・果実/加工品、清酒、焼酎、その他のアルコール飲料 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 特にありません 

集荷可能エリア 全国 

取り扱い最低ロット 1ケース 

運送条件 常温・冷蔵・冷凍・混載（常温）・混載（冷蔵・冷凍） 

その他取引条件 中国向け日本酒（純米大吟醸）を特に求めています。 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

【参加商社⑪】  

会社名 国分グループ本社株式会社 

本社所在地 東京都中央区日本橋 1-1-1 

TEL 03-3276-4146 

FAX 03-3275-1199 

ホームページ URL http://www.kokubu.co.jp/ 

代表者 氏名 國分 勘兵衛 役職 代表取締役会長兼社長 CEO 

輸出先国・地域 米国、カナダ、中国、韓国、台湾、香港、ベトナム、タイ、フィリピン、マレーシア、ミャ

ンマー、シンガポール、インドネシア、インド、中南米、EU、大洋州、中東、アフリカ、

ロシア・CIS地域 

輸出取り扱い品目 肉/肉を用いた加工品、酪農製品/鶏卵/鶏卵加工品、魚介類/魚介類加工品、穀物

/穀物加工品、米/米加工品、野菜・果実/加工品、糖類/糖類加工品/はちみつ、コ

ーヒー/ココア/香辛料類、茶葉、調味料、清酒、焼酎、その他のアルコール飲料、非

アルコール飲料、動・植物油、その他加工品 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 特にありません 

集荷可能エリア 通常は京浜地区への納品をお願いしております 

取り扱い最低ロット 特にありません 

運送条件 ― 

その他取引条件 ― 

 

 

 

【参加商社⑫】  

会社名 シバタ貿易株式会社 

本社所在地 愛知県名古屋市中区栄 2-12-12 アーク栄白川パークビル 501号室 

TEL 052-202-0638 

FAX 052-204-0098 

ホームページ URL http://www.confectionery.jp 

代表者 氏名 柴田 浩司 役職 代表取締役 

輸出先国・地域 中国、韓国、香港、マレーシア、シンガポール、中南米（ブラジル）、大洋州（オースト

ラリア、ニュージーランド）、中東（サウジアラビア、オマーン、ＵＡＥ、バーレーン） 

輸出取り扱い品目 その他加工品 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 賞味期限が短い商品、天然着色料、香料、ステビア使用の場合または豚、アルコー

ル使用の場合など輸入制限がある国があります。 



  

集荷可能エリア 名古屋港 

取り扱い最低ロット 特になし 

運送条件 常温・冷蔵 

その他取引条件 支払いは当初は前払い後出荷、以後当社の支払い条件にしていただきます。 

 

 

 

 

【参加商社⑬】  

会社名 神栄株式会社 

本社所在地 兵庫県神戸市中央区京町 77-1 

TEL 078-771-7004 

FAX 078-332-3127 

ホームページ URL http//www.shinyei.co.jp/ 

代表者 氏名 小野 耕司 役職 代表取締役社長 

輸出先国・地域 香港、タイ、シンガポール、ロシア・CIS地域 

輸出取り扱い品目 肉/肉を用いた加工品、酪農製品/鶏卵/鶏卵加工品、魚介類/魚介類加工品、穀物

/穀物加工品、米/米加工品、野菜・果実/加工品、糖類/糖類加工品/はちみつ、コ

ーヒー/ココア/香辛料類、茶葉、調味料、非アルコール飲料、動・植物油、その他加

工品 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 ― 

集荷可能エリア 大阪、神戸、横浜、東京 

取り扱い最低ロット 小口ロットより可 

運送条件 常温・冷蔵・冷凍・混載（常温）・混載（冷蔵・冷凍） 

その他取引条件 ― 

 

 

 

【参加商社⑭】  

会社名 大丸興業株式会社 

本社所在地 大阪府大阪市中央区備後町 3-4-9 輸出繊維会館 

TEL 06-6205-1000 

FAX 06-6205-1010 

ホームページ URL http://www.daimarukogyo.co.jp 

代表者 氏名 大久保 英範 役職 代表取締役兼社長執行役員 

輸出先国・地域 中国、台湾、香港、ベトナム、タイ 

輸出取り扱い品目 肉/肉を用いた加工品、魚介類/魚介類加工品、野菜・果実/加工品、その他のアル

コール飲料 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 ― 



  

集荷可能エリア 全国 

取り扱い最低ロット 特になし 

運送条件 常温・冷蔵・冷凍・混載（常温）・混載（冷蔵・冷凍） 

その他取引条件 ― 

 

 

 

 

 

 

 

【参加商社⑮】  

会社名 御海東京株式会社 

本社所在地 東京都港区芝大門 1-1-32御成門エクセレントビル 5階 

TEL 03-6721-5689 

FAX 03-6721-5693 

ホームページ URL ― 

代表者 氏名 久保田 森 役職 代表取締役社長 

輸出先国・地域 中国、香港、タイ、シンガポール 

輸出取り扱い品目 肉/肉を用いた加工品、魚介類/魚介類加工品、穀物/穀物加工品、米/米加工品、

野菜・果実/加工品、茶葉、調味料、清酒、焼酎、その他のアルコール飲料、非アル

コール飲料、その他加工品 

取り扱い不可品目・輸出先・条件 ― 

集荷可能エリア 東京、大阪、福岡 

取り扱い最低ロット 要相談 

運送条件 常温・冷蔵・冷凍・混載（常温）・混載（冷蔵・冷凍） 

その他取引条件 ― 

 


