
Copyright©2022JETRO. All rights reserved. 本資料の無断利用・転載を禁ず。 

 

商社マッチング（山陰・中国） 参加商社  

企業概要シート 

MK トレーディング 

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 http://mktrading-mk.com 

◇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、フィリピン、ベトナム、イス

ラエル、EU、UK 

輸出取り扱い品目 食品、酒類 

現在、特に調達に関心のある品目 ウイスキーなどの蒸留酒 

今回検討されている輸出先国 ― 

今回検討されている輸出先業種 小売業 

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 ケース単位 

主要取扱製品 食品、酒類 

取扱い不可な商品 生鮮・冷凍食品 

商品価格帯（円） 100-10,000 

準備して欲しい商談資料 商品紹介のための PowerPoint ファイル 
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商社マッチング（山陰・中国） 参加商社  

企業概要シート 

株式会社オーシャンフェロー 

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/index.html 

◇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 他 

現在、特に調達に関心のある品目 水産品全般 

今回検討されている輸出先国 ベトナム 

今回検討されている輸出先業種 その他 

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 トン（相談可能） 

主要取扱製品 いか 

取扱い不可な商品 なし 

商品価格帯（円） 500 

準備して欲しい商談資料 英語版の商品紹介資料 
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商社マッチング（山陰・中国） 参加商社  

企業概要シート 

神栄株式会社 

本社所在地 〒651-0178 兵庫県神戸市中央区京町 77-1 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/ 

◇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、鶏肉、鶏卵、水産加工品、酒類等 

現在、特に調達に関心のある品目 スィーツ、菓子 

今回検討されている輸出先国 香港 

今回検討されている輸出先業種 小売業；フードサービス（外食） 

集荷可能エリア 神戸もしくは東京 

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 混載する為、メーカー様最低ロットから可能。 

主要取扱製品 スィーツ、鶏肉、かに加工品 

取扱い不可な商品 生鮮野菜・水産品 

商品価格帯（円） 100-100,000 

準備して欲しい商談資料 商品案内の資料（特に差別化ポイントが明確に記載されたもの） 
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商社マッチング（山陰・中国） 参加商社  

企業概要シート 

御海東京株式会社 

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 ― 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 香港、シンガポール 

輸出取り扱い品目 食品全般・酒類 

現在、特に調達に関心のある品目 鶏卵、ホタテ 

今回検討されている輸出先国 香港、シンガポール 

今回検討されている輸出先業種 小売業；フードサービス（外食） 

集荷可能エリア 東京、神奈川 

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 カートン単位 

主要取扱製品 水産品、加工食品(冷凍) 

取扱い不可な商品 なし 

商品価格帯（円） 1000 

準備して欲しい商談資料 写真付きカタログ 

 

 

 

 

 

 



Copyright©2022JETRO. All rights reserved. 本資料の無断利用・転載を禁ず。 

 

商社マッチング（山陰・中国） 参加商社  

企業概要シート 

株式会社いし東 

本社所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座 2 ｰ 13 ｰ 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/ 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 アジア全般 中東 EU 

輸出取り扱い品目 水産加工品 

現在、特に調達に関心のある品目 水産加工品 

今回検討されている輸出先国 アジア全般 中東 EU 

今回検討されている輸出先業種 その他 

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） 
冷凍 

取り扱い最低ロット メーカー希望 

主要取扱製品 水産加工品 

取扱い不可な商品 土産品 

商品価格帯（円） 1000 

準備して欲しい商談資料 ― 

 

 

 

 

 

 

http://www.ginza-ishito.com/


Copyright©2022JETRO. All rights reserved. 本資料の無断利用・転載を禁ず。 

 

商社マッチング（山陰・中国） 参加商社  

企業概要シート 

株式会社CHOKA'S 

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 http://chokas.jp/ 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 中国、香港、インドネシア、ベトナム、台湾、シンガポール、北米 

輸出取り扱い品目 加工食品全般、アルコール飲料、飲料、水産 

現在、特に調達に関心のある品目 水産、アルコール飲料 

今回検討されている輸出先国 タイ、マレーシア、カンボジア、欧州 

今回検討されている輸出先業種 小売業 

集荷可能エリア 関西 

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 

主要取扱製品 菓子、飲料、加工食品 

取扱い不可な商品 生鮮野菜果物 

商品価格帯（円） 50-150 

準備して欲しい商談資料 カタログ、説明資料 
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商社マッチング（山陰・中国） 参加商社  

企業概要シート 

株式会社秋田屋 

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 https://www.akita-ya.com/ 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 中国、台湾、香港、シンガポール、タイ、マレーシア 

輸出取り扱い品目 全酒類、飲料、調味料 

現在、特に調達に関心のある品目 日本酒、梅酒 

今回検討されている輸出先国 中国、台湾、シンガポール 

今回検討されている輸出先業種 小売業 

集荷可能エリア 愛知県 

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 

主要取扱製品 全酒類 

取扱い不可な商品 生鮮食品 

商品価格帯（円） 1000-5000 

準備して欲しい商談資料 ― 
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商社マッチング（山陰・中国） 参加商社  

企業概要シート 

南山物産株式会社 

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/ 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 北米・アジア 

輸出取り扱い品目 和酒・食品 

現在、特に調達に関心のある品目 和酒・食品 

今回検討されている輸出先国 北米・EU 

今回検討されている輸出先業種 小売業；食品加工業者；フードサービス（外食） 

集荷可能エリア 東京・神戸・博多 

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 メーカー様にお任せします 

主要取扱製品 日本酒、焼酎、リキュール、スナック、 

取扱い不可な商品 なし 

商品価格帯（円） 100-5000 

準備して欲しい商談資料 商品規格書・お見積もり 
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商社マッチング（山陰・中国） 参加商社  

企業概要シート 

株式会社フォスター 

本社所在地 〒190-0004 東京都立川市柏町 4-45-6 

TEL 042-537-7033 FAX 042-537-7040 

ホームページURL https://www.fostar.jp/ 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 ベトナム、オーストラリア、アメリカ、中国 

輸出取り扱い品目 日用品、化粧品、食料品 ペット用品 など 

現在、特に調達に関心のある品目 食料品、飲料、ペット用品 

今回検討されている輸出先国 ― 

今回検討されている輸出先業種 小売業 

集荷可能エリア どこでも 

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 相談に応じます 

主要取扱製品 食品全般 菓子、飲料、酒類、調味料 

取扱い不可な商品 なし 

商品価格帯（円） 500 

準備して欲しい商談資料 サンプル、カタログ等 
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商社マッチング（山陰・中国） 参加商社  

企業概要シート 

愛宕商事株式会社 

本社所在地 〒951-8065 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/ 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 ロシア、モンゴル、台湾、シンガポール 

輸出取り扱い品目 加工食品、日本酒 

現在、特に調達に関心のある品目 日本酒 

今回検討されている輸出先国 台湾、シンガポール 

今回検討されている輸出先業種 小売業；フードサービス（外食）；その他 

集荷可能エリア 特になし 

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 10 ケース 

主要取扱製品 日本酒 

取扱い不可な商品 冷凍品 

商品価格帯（円） 0 ※備考：商品価格帯は幅広いため暫定で 0 円としております。 

準備して欲しい商談資料 会社概要、カタログ、試飲サンプル 
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商社マッチング（山陰・中国） 参加商社  

企業概要シート 

昭和貿易株式会社 

本社所在地 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-18-27 

TEL 06-6441-3003 FAX ― 

ホームページURL https://www.showa-boeki.jp/ 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 ヨーロッパ、北米、中東、東南アジア 

輸出取り扱い品目 酒、生鮮食品（農産物）、加工食品（冷凍含む）、日用品 

現在、特に調達に関心のある品目 グルテンフリー、アニマルフリー商材及びタイ向けに輸出実績のないお酒 

今回検討されている輸出先国 ― 

今回検討されている輸出先業種 小売業；フードサービス（外食） 

集荷可能エリア 大阪・神戸・東京・横浜 

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 

主要取扱製品 酒、生鮮食品（農産物）、加工食品（冷凍含む）、日用品 

取扱い不可な商品 水産品 

商品価格帯（円） 0 ※備考：商品価格帯は幅広いため暫定で 0 円としております。 

準備して欲しい商談資料 ― 
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商社マッチング（山陰・中国） 参加商社  

企業概要シート 

株式会社TAP インタートレード 

本社所在地 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町 3-6-2 タジマヤ臨海町ビル 4F 

TEL 03-6663-6320 FAX 03-6663-6321 

ホームページURL http://www.tapit.jp/ 

◇輸出取り扱い情報◇ 

主な輸出先国･地域 アメリカ、ハワイ、タイ、シンガポール、カナダ、イギリス 

輸出取り扱い品目 加工食品 

現在、特に調達に関心のある品目 冷蔵商品、贈答用 

今回検討されている輸出先国 ― 

今回検討されている輸出先業種 食品加工業者 

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 

取り扱い最低ロット 5 ケース 

主要取扱製品 加工食品、飲料、調味料 

取扱い不可な商品 肉、魚、卵等 

商品価格帯（円） 100 

準備して欲しい商談資料 ― 
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