「信金発！地域発見フェア」
国内バイヤー・商談企業一覧（H26.9.26時点）
◇黄色い背景の１先が今回新たに追加した先です。
◇バイヤー・商談企業へのお申込みは、ブース出展者のみ地域発見フェアHPより行うことができます。

http://bfair.jp/2014/
企業名

ホームページＵＲＬ

業種

参加日

RHトラベラー 株式会社

http://www.rhtraveler.co.jp/ 小売業(旅行用品、各国民芸品・特産品）

11月13日（木）

秋田住友ベーク 株式会社

http://www.sumibe.co.jp 滅菌済み医療機器製品製造

11月12日（水）

アズサイエンス 株式会社

http://www.azscience.jp

両日

株式会社 ADEKA

http://www.adeka.co.jp 化学品と食品の素材メーカー

11月13日（木）

株式会社 石原 フードマーケット エコ・ピア http://www.ecopeer.jp/ 小売業（スーパーマーケット）

11月13日（木）

科学機器・産業機器・医療機器・医薬品・試薬販売

百貨店

11月13日（木）

伊勢丹 新宿店(株式会社 三越伊勢丹)

http://www.mitsukoshi.co.jp/store/1010/

一神商事 株式会社

http://www.tatumiya.in/ 食料品(ドライ、小売)卸し

伊藤忠食品 株式会社

http://www.itochu-shokuhin.com/

株式会社 いなげや

http://www.inageya.co.jp/ 小売業(食品を中心としたスーパーマーケット) 11月12日（水）

エィテーケイタカシノ 株式会社

http://www.takashino.co.jp 金型(樹脂型

株式会社 エース

http://www.ace-group.co.jp

食品全般の卸売業

ダイカスト型等)部品製造販売

食品小売業(グロサリー専門店)

11月13日（木）
11月13日（木）

11月12日（水）
11月12日（水）

株式会社 エムアンドエムサービス http://www.mandm.co.jp/ 宿泊業

11月12日（水）

株式会社 岡山

http://www.kk-okayama.co.jp/ 工業用品(ゴム・プラスチック・金属部品)卸売業

11月13日（木）

小田急商事 株式会社

http://www.odakyu-ox.net/

株式会社 樫野 東京支店

http://www.kashino.co.jp 建築・土木資材(製造・販売・工事)、環境製品 11月13日（木）

木曽興業 株式会社

http://www.kisoind.co.jp/ 化学工業薬品、建設資材、食品原材料の販売商社 11月12日（水）

株式会社 近畿日本ツーリスト商事

小売業（スーパーマーケット）

11月12日（水）

ホテル旅館・観光施設を中心とした商事事業

11月12日（水）

食品販売・卸し

11月12日（水）

株式会社 銀座花のれん

http://www.tamurabeika.co.jp/company/

株式会社 グッドリブ

http://www.goodlive.co.jp/ 総合卸売業

株式会社 京北スーパー

http://www.keihokusuper.co.jp/

株式会社 五味商店

http://www.5-3.co.jp/ 農水産加工品卸、小売業

総合食料品小売業

11月13日（木）
11月13日（木）
11月13日（木）

株式会社 JR東日本リテールネット http://www.j-retail.jp/ 小売業（エキナカのコンビニエンスストア） 11月12日（水）
株式会社 JTB商事

http://www.e-omiyage.net/

J-NET中央 株式会社

http://chuohomes.co.jp 日用品雑貨卸

株式会社 JALUX

http://www.jalux.com/ 空港売店、通信販売、機内販売、百貨店卸 11月12日（水）

株式会社 新開トランスポートシステムズ http://www.stsnet.jp

商社(ギフト通販、旅館・ホテル商材) 11月12日（水）

物流業

11月13日（木）

11月12日（水）

株式会社 スズキヤ

http://suzukiya-inc.jp/ 総合食料品小売業(スーパーマーケット) 11月13日（木）

住友商事マシネックス 株式会社

http://www.smx.co.jp 機械・電機・情報通信のソリューションを提案 11月12日（水）

西洋フード・コンパスグループ 株式会社 http://www.seiyofood.co.jp/ 飲食業(事業所給食)

11月13日（木）

株式会社 セブン-イレブン・ジャパン

http://www.sej.co.jp/index.html

コンビニエンスストアチェーン

11月13日（木）

株式会社 セレモア

http://www.ceremore.co.jp/

葬祭業

11月13日（木）

食料品の販売及び卸売り・商品企画開発・販売促進

11月12日（水）

有限会社 セレンディブ

※参加日に関し、「11月12日（水）」は13時～17時、「11月13日（木）」は10時30分～15時30分です。
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企業名

ホームページＵＲＬ

業種

参加日

株式会社 ダイエースペースクリエイト

http://www.daiei-spacecreate.com/

商業施設スペースのご提供(物販・非物販催事)

11月13日（木）

株式会社 大寿

http://www.foodhouse-oonoya.co.jp/

スーパーマーケット事業の経営

11月13日（木）

株式会社 大丸松坂屋百貨店 法人外商事業部

http://www.matsuzakaya.co.jp/gaihan/

百貨店業

11月12日（水）

株式会社 髙島屋

http://www.takashimaya.co.jp/shopping/

小売業(百貨店)

11月13日（木）

株式会社 髙山

http://www.takayama-inf.com

菓子、食品の商社

11月13日（木）

株式会社 TGコーポレーション

http://www.tg-corp.co.jp 化学工業薬品販売他

株式会社 ディノスセシール

http://www.dinos-cecile.co.jp/

通信販売事業、法人向け事業、直販事業 11月13日（木）

株式会社 東急ハンズ

http://www.tokyu-hands.co.jp

総合小売業

東京中小企業家同友会

http://www.tokyo.doyu.jp/ 経済団体(活動全般と会員企業をご紹介) 両日

11月13日（木）

11月12日（水）

東京中小企業家同友会マッチングプラザ http://www.tokyo.doyu.jp/ 様々な業種の経営者・事業家が集まる団体 両日

東京フォーミング 株式会社

http://www.tokyoforming.co.jp/ 製造業 主にステンレス素材を加工し製品化

11月13日（木）

東鉱商事 株式会社

http://www.tokoshouji.com/ 商社(工業薬品、理化学関連機器、設備機器 他)

11月12日（水）

東武鉄道 株式会社

http://www.tobu.co.jp/ 運輸・サービス(小売)

11月12日（水）

ときめきドットコム 株式会社

http://karuwazaonline.jp インターネット商取引、CVS向け商品製造・販売 11月12日（水）

凸版印刷 株式会社

http://www.toppan.co.jp 印刷業

株式会社 豊通マシナリー

http://www.toyotsu-machinery.co.jp

日本信号 株式会社

http://www.signal.co.jp/ 電気機器

日本橋 三越本店(株式会社三越伊勢丹)

http://www.mitsukoshi.co.jp/store/1010/

百貨店

日立化成 株式会社

http://www.hitachi-chem.co.jp/

化学 エレクトロニクス&機能性関連製品 11月12日（水）

ヒビノ 株式会社

http://www.hibino.co.jp/ サービス・製造業

ビル・マンション保全センター

http:///www.bmhc.jp 建設業24社による情報収集・交流団体 両日

株式会社 福島屋

http://www.fukushimaya.net/

総合食品および酒類の小売販売(SM等) 11月13日（木）

富士ゼロックス 株式会社

http://www.fujixerox.co.jp/

光学・精密

11月12日（水）

富士通コワーコ 株式会社

http://jp.fujitsu.com/group/coworco/

卸売業（オフィス用品）

両日

株式会社 牧野フライス製作所

http://www.makino.co.jp 工作機械の製造及び販売

11月13日（木）

株式会社 松屋

http://www.matsuya.com/ 百貨店

11月12日（水）

株式会社 三井三池製作所

http://www.toyofb.co.jp/ 精密プレス加工業

11月12日（水）

武蔵エンジニアリング 株式会社

http://www.tellac.co.jp/ 精密機械開発・製造

11月13日（木）

Monozukulink.net

http://www.monozukulink.net/ 日本各地の異業種交流会 リアル連携団体

両日

株式会社 山櫻

http://www.yamazakura.co.jp

株式会社 山星屋

http://www.arista.co.jp 菓子卸

11月12日（水）

株式会社 与野フードセンター

http://www.yono.co.jp/ スーパーマーケットチェーンの経営

11月12日（水）

株式会社 47CLUB

http://www.47club.jp インターネット通信販売業及び卸売業 両日

楽天 株式会社

http://corp.rakuten.co.jp/ サービス

工場設備の販売

総合紙製品メーカー

11月13日（木）
11月12日（水）
11月12日（水）
11月13日（木）

11月12日（水）

両日

11月13日（木）
計66社

※参加日に関し、「11月12日（水）」は13時～17時、「11月13日（木）」は10時30分～15時30分です。
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