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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

株式会社秋田屋 

業種 商社 

本社所在地 
〒461-0017 

愛知県名古屋市東区東外堀町 60 

TEL 052-857-0114 FAX 052-857-0235 

ホームページ URL http://www.akita-ya.com/ 

主要取扱製品 全酒類、飲料、調味料 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 中国、香港、台湾、タイ、シンガポール、カンボジア 

輸出取り扱い品目 全酒類、飲料、調味料 

主要販路 酒類専門店、業務用卸、ネットショップ 

集荷可能エリア 愛知 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷蔵 

取り扱い最低ロット １０ケース 

取扱い不可な製品 生鮮品 

現在、特に調達に関心のある品目 梅酒、清酒 

商品価格帯（円） 1,000 

準備して欲しい商談資料 ― 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

愛宕
あ た ご

商事株式会社 

業種 商社 

本社所在地 
〒51-8065 

新潟県新潟市中央区東堀通一番町 494 番地 3 

TEL 025-211-6515 FAX 025-211-6516 

ホームページ URL https://atago-corp.com/ 

主要取扱製品 輸出取り扱い品目に同じ 輸入はホエイ、ロシアの菓子等 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 台湾、シンガポール、ロシア CIS 諸国、モンゴル 

輸出取り扱い品目 御菓子類、雑貨、飲料、酒類、食品容器・パック、調味料 Etc. 

主要販路 ロシアの食品卸商社、オーストリアの日本関連オンライン販売企業 等 

集荷可能エリア 日本全国 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷蔵・冷凍 

取り扱い最低ロット メーカー希望を基本的には受けます 

取扱い不可な製品 特に無し 

現在、特に調達に関心のある品目 食品全般  

商品価格帯（円） 100-10,000 

準備して欲しい商談資料 製品紹介書、スペック 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

株式会社いし東
と う

 

業種 商社 

本社所在地 
〒104-0061 

東京都中央区銀座 2 ｰ 13 ｰ 3 

TEL 03-3549-7477 FAX 03-3549-7471 

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

主要取扱製品 水産加工品 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 アジア全般 中東 ヨーロッパ 

輸出取り扱い品目 水産加工品 農産加工品 

主要販路 輸入会社 

集荷可能エリア 都内 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷凍 

取り扱い最低ロット １ＣＴＮ 

取扱い不可な製品 冷蔵品 

現在、特に調達に関心のある品目 市販用商品 

商品価格帯（円） 100- 

準備して欲しい商談資料 英文商品案内 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

石光
い し み つ

商事株式会社 

業種 商社 

本社所在地 
〒657-0856 

兵庫県神戸市灘区岩屋南町 4-40 

TEL 078-861-7795 FAX 078-882-1640 

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

主要取扱製品 
酒類；飲料；米・雑穀・麺類；パン・シリアル・ジャム等；レトルト食品；缶

詰・瓶詰・粉類・乾物；製菓・製パン材料；調味料等；菓子類 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 EU・EU 周辺国, シンガポール；香港；その他のアジア地域 

輸出取り扱い品目 
酒類；飲料；米・雑穀・麺類；パン・シリアル・ジャム等；レトルト食品；缶

詰・瓶詰・粉類・乾物；製菓・製パン材料；調味料等；菓子類 

主要販路 小売商店、日本食スーパーマーケット、日本食レストラン 等 

集荷可能エリア 
神戸・大阪の指定倉庫への納品希望なれど、工場所在地によっては、関東並

びに地方の港から輸出することも 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷凍 

取り扱い最低ロット 小口輸送～コンテナ（20 or 40f't)単位 

取扱い不可な製品 
（地域によっては）畜肉、部分水素添加油脂、ステビア、クチナシなどの添加

物等 

現在、特に調達に関心のある品目 動物性原材料不使用の商材、グルテンフリー商品、こんにゃく、お茶 

商品価格帯（円） ― 

準備して欲しい商談資料 商品カタログ（英語版があればありがたいです） 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

ＭＫ
エ ム ケ ー

トレーディング 

業種 商社 

本社所在地 
〒581-0803 

大阪府八尾市光町 2-32-905 

TEL 072-992-2676 FAX 072-951-0760 

ホームページ URL https://mktrading-mk.com/ 

主要取扱製品 ウイスキー、日本酒など 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 
USA、カナダ、チリ、中国、香港、台湾、シンガポール、タイ、ベトナム、イスラエ

ル、EU、UK 

輸出取り扱い品目 酒類、食材、調味料、スナック菓子など 

主要販路 現地インポーター、小売店、レストラン 

集荷可能エリア 全国 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温 

取り扱い最低ロット 応相談 

取扱い不可な製品 生鮮品、冷凍品 

現在、特に調達に関心のある品目 酒類 

商品価格帯（円） 1,000 

準備して欲しい商談資料 ― 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

株式会社オーシャンフェロー 

業種 商社 

本社所在地 
〒103-0007 

東京都中央区日本橋浜町 2-16-5 東味ビル 8 階 

TEL 03-6661-9601 FAX 03-6661-9603 

ホームページ URL https://ocean-fellow.co.jp/ 

主要取扱製品 いか 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 ベトナム 

輸出取り扱い品目 ホタテ、カキ、タコ  

主要販路 現地商社 

集荷可能エリア 全国 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
冷凍 

取り扱い最低ロット 1,000 ㎏ 

取扱い不可な製品 常温品 

現在、特に調達に関心のある品目 タイ、ブリ、ハマチ、他 

商品価格帯 USD 2.00-20.00 

準備して欲しい商談資料 英語版商品紹介書 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

関空
か ん く う

運輸
う ん ゆ

株式会社 

業種 物流関連企業 

本社所在地 
〒598-0002 

大阪府泉佐野市中庄 102-1 

TEL 072-468-7500 FAX 072-464-5200 

ホームページ URL http://www.kanku-unyu.com/export/ 

主要取扱製品 生鮮食品、加工食品、酒類 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 アジア、EU 

輸出取り扱い品目 生鮮食品、加工食品、酒類 

主要販路 輸入卸売商社、EC 事業 

集荷可能エリア 大阪、神戸 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷蔵・冷凍 

取り扱い最低ロット 1 ケース 

取扱い不可な製品 特になし 

現在、特に調達に関心のある品目 加工食品(水産品加工含む)、酒類 

商品価格帯（円） 500 

準備して欲しい商談資料 商品規格書、見積もり 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

クラウン貿易株式会社 

業種 商社 

本社所在地 
〒651-0087 

兵庫県神戸市中央区御幸通 3 丁目 2-18 

TEL 078-231-2551 FAX 072-231-2557 

ホームページ URL https://www.crowntradingkobe.com/ 

主要取扱製品 加工食品 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 米国 

輸出取り扱い品目 加工食品全般 

主要販路 小売、業務用 

集荷可能エリア 神戸 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷蔵・冷凍 

取り扱い最低ロット 5-10cs 

取扱い不可な製品 
畜肉関連商品 

（アルコール類、冷蔵冷凍商品以外を希望：取り扱いは可能） 

現在、特に調達に関心のある品目 付加価値商品、認証(有機、FSSC22000 等)取得商品 

商品価格帯（円） 200-800 

準備して欲しい商談資料 商品規格書 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

国分
こ く ぶ

グループ本社株式会社 

業種 商社 

本社所在地 
〒103-8241 

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/ 

主要取扱製品 加工食品・酒類全般 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･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 

主要販路 業務用・小売用 

集荷可能エリア 通常は東京・横浜 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷凍 

取り扱い最低ロット 特になし 

取扱い不可な製品 特になし 

現在、特に調達に関心のある品目 特になし 

商品価格帯（円） ― 

準備して欲しい商談資料 ― 

その他取り引き条件 特になし 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

シバタ貿易株式会社 

業種 商社 

本社所在地 
〒460-0008 

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 

TEL 052-202-0638 FAX 052-204-0098 

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

主要取扱製品 菓子、飲料 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 韓国，香港、シンガポール、マレーシア、ブラジル 

輸出取り扱い品目 お菓子、飲料 

主要販路 
現地輸入商社、日本菓子専門店、日本専門スーパー、現地スーパー、日系

スーパー、日系百貨店など 

集荷可能エリア 名古屋 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温 

取り扱い最低ロット 特になし 

取扱い不可な製品 食品、冷凍食品、賞味期限の短い商品 

現在、特に調達に関心のある品目 お菓子、飲料 

商品価格帯（円） 200 

準備して欲しい商談資料 カタログ 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

神栄
し ん え い

株式会社 

業種 商社 

本社所在地 
〒651-0178 

兵庫県神戸市中央区京町 77 番地の１ 神栄ビル 6 階 

TEL 078-771-7004 FAX 078-332-3127 

ホームページ URL http://www.shinyei.co.jp/ 

主要取扱製品 スィーツ、鶏肉 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 香港 

輸出取り扱い品目 スィーツ、菓子、鶏肉、豚肉、肉類加工品、水産加工品、飲料、酒類 

主要販路 スーパー、コンビニ、外食ルート、食品メーカー 

集荷可能エリア 神戸/大阪、東京/横浜 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷凍 

取り扱い最低ロット 混載する為、小ロットでも可 

取扱い不可な製品 生鮮野菜 

現在、特に調達に関心のある品目 スィーツ 

商品価格帯（円） 50-10,000 

準備して欲しい商談資料 会社案内・商品案内のパンフレット類 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

祖
そ

峰
ほ う

企画株式会社 

業種 商社 

本社所在地 
〒115-0055 

東京都北区赤羽西 1-7-1 パルロード 38 階 

TEL 03-5948-9777 FAX 03-5948-9770 

ホームページ URL http://www.sohou.co.jp/ 

主要取扱製品 鶏卵 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 シンガポール、香港、中国 

輸出取り扱い品目 畜産物、酒類、飲料、加工食品（冷蔵・冷凍・常温可）、青果 

主要販路 kokonoE Pte.Ltd. / Ying Ao Group Limited 

集荷可能エリア 東京（横浜可）、福岡 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷蔵・冷凍 

取り扱い最低ロット 生産者のロットに合わせる。 

取扱い不可な製品 なし 

現在、特に調達に関心のある品目 冷凍食品 

商品価格帯（円） 500 

準備して欲しい商談資料 規格書、PHDS の使用 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

宝
たから

酒造
し ゅ ぞ う

インターナショナル株式会社 

業種 商社 

本社所在地 
〒600-8688 

京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町２０番地 

TEL 075-212-5074 FAX ― 

ホームページ URL https://www.takara-intl.co.jp/ 

主要取扱製品 酒、のり、味噌 

 

主な輸出先国･地域 アメリカ、欧州 

輸出取り扱い品目 食品全般 

主要販路 ミューチャルトレーディング、Tazaki Foods、Foodex 

集荷可能エリア 東京 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷蔵・冷凍 

取り扱い最低ロット 1 ケース 

取扱い不可な製品 ― 

現在、特に調達に関心のある品目 日本特有の商品で特にレストランで必要とされる商材 

商品価格帯（円） 1,000 

準備して欲しい商談資料 商品説明カタログ 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

株式会社CHOKA
チ ョ カ

‘S
ス

 

業種 商社 

本社所在地 
〒541-0046 

大阪府大阪市中央区平野町 3-4-9 旭洋ビル４F 

TEL 06-6450-8118 FAX 06-4708-5244 

ホームページ URL https://www.chokas.jp/ 

主要取扱製品 焼き菓子、半生菓子、スナック菓子 

 

主な輸出先国･地域 中国、ベトナム、香港、台湾、インドネシア、北米 

輸出取り扱い品目 加工食品全般 

主要販路 専門店、小売店、SM、CVS 

集荷可能エリア 大阪 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温;冷蔵;冷凍 

取り扱い最低ロット 5 ケース 

取扱い不可な製品 生鮮野菜、青果 

現在、特に調達に関心のある品目 菓子、飲料、原料品 

商品価格帯（円） 80-300 

準備して欲しい商談資料 会社概要、カタログ、商品紹介資料等 

その他取り引き条件 支払い：末締め、翌月末銀行振込希望 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

トップトレーディング株式会社 

業種 商社 

本社所在地 
〒101-0032 

東京都千代田区岩本町 3-3-6 井門岩本町ビル 

TEL 03-5821-1195 FAX 03-5821-1198 

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

主要取扱製品 柑橘果汁 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 EU、オーストラリア、香港、台湾、タイ、マレーシア、アメリカ 

輸出取り扱い品目 
柑橘果汁、調味料、日本酒、昆布、だし、のり、麺類、茶、桜、厨房器具、包

丁等※（他は HP 参照ください。） 

主要販路 NISHIKIDORI（フランス） 

集荷可能エリア 集荷はしておりません。納品先は東京都内、高知、神戸、横浜のいずれか 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷蔵・冷凍 

取り扱い最低ロット 特になし 

取扱い不可な製品 賞味期限が短いもの（1 年未満のもの） 

現在、特に調達に関心のある品目 柑橘果汁、有機製品、ヴィーガン 

商品価格帯（円） ― 

準備して欲しい商談資料 見積書、商品規格書、商品画像、会社案内、サンプル、今までの輸出実績 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

株式会社七
なな

ツ
つ

星
ぼ し

 

業種 商社 

本社所在地 
〒579-8043 

大阪府東大阪市客坊町 11-12 

TEL 06-7777-3131 FAX 06-7739-5951 

ホームページ URL ― 

主要取扱製品 業務用、小売り用食料品・調味料・菓子 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 ロンドン・韓国・上海・香港・ベトナム・ミャンマー 

輸出取り扱い品目 食品全般 

主要販路 海外小売店向け商社・製造メーカー 

集荷可能エリア 要相談 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷凍 

取り扱い最低ロット 要相談 

取扱い不可な製品 なし 

現在、特に調達に関心のある品目 食品全般 

商品価格帯（円） 1,000 

準備して欲しい商談資料  

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

南山
な ん ざ ん

物産株式会社 

業種 商社 

本社所在地 
〒167-0051 

東京都杉並区荻窪 5-28-16 西武信用金庫荻窪ビル 3F 

TEL 03-6875-7966 FAX 03-6875-7966 

ホームページ URL https://nanzan-bussan.com/ 

主要取扱製品 酒類 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 アジア・北欧・EU 

輸出取り扱い品目 酒類・食品・飲料 

主要販路 タイ；バッカスグローバル その他多数 

集荷可能エリア 各バイヤーによる 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷蔵・冷凍 

取り扱い最低ロット 各国バイヤーによる 

取扱い不可な製品 なし 

現在、特に調達に関心のある品目 食品 

商品価格帯（円） 100-5,000 

準備して欲しい商談資料 商品規格書・お見積り・取引条件 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

御海
み う み

東京株式会社 

業種 商社 

本社所在地 

〒106-0045 

東京都港区麻布十番 2-6-3-501 

TEL 03-6721-5689 FAX 03-6721-5693 

ホームページ URL ― 

主要取扱製品 水産品・和牛・冷凍食品 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 香港・シンガポール・台湾 

輸出取り扱い品目 食品全般・飲料・酒類 

主要販路 一次問屋・小売店 

集荷可能エリア 東京・神奈川・大阪・福岡 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷蔵・冷凍 

取り扱い最低ロット なし 

取扱い不可な製品 なし 

現在、特に調達に関心のある品目 畜肉・鶏卵 

商品価格帯（円） 100-10,000 

準備して欲しい商談資料 写真入りカタログ 

その他取り引き条件 ― 
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商社マッチング（東京） 参加商社  

企業概要シート 

株式会社ミクニ 

業種 商社 

本社所在地 

〒540-0039 

大阪府大阪市中央区東高麗橋 5-12 

TEL 06-6910-6960 FAX 06-6910-6961 

ホームページ URL http://www.mikuni-inc.com/ 

主要取扱製品 酒、調味料、麺、菓子 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 台湾、中国、ベトナム 

輸出取り扱い品目 酒、調味料 

主要販路 カルフール 

集荷可能エリア 大阪 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温 

取り扱い最低ロット 5 ケース 

取扱い不可な製品 生鮮品、賞味期限 150 日以下の物 

現在、特に調達に関心のある品目 酒 賞味期限が長い商品全般 

商品価格帯（円） 2,000 

準備して欲しい商談資料 カタログ、商品規格書 

その他取り引き条件  
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