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発表項目

札幌市の卸売企業と商談を希望する食品関連企業を募集します
（行事名）
札幌市が主催する、
「卸売キャラバン隊商談会」が旭川市内で開催されます。
概
要
（ 趣 旨 ・ 日 時 ・ 札幌市から食品の仕入れを希望する買手企業が旭川市を訪れますので、販路拡大
場 所 ・ 内 容 等 を を希望する食品関連企業の皆様のご参加をお待ちしております。
記入すること。）
■日程
平成 29 年 11 月 9 日（木曜日）13:30～18:00（予定）
平成 29 年 11 月 10 日（金曜日）9:00～12:00（予定）
■会場 旭川市工業技術センター（旭川市工業団地 3 条 2 丁目 1-18）
■内容 札幌市内卸売企業と道北地域食品関連企業との「事前マッチング式」商談会
■対象 道北地域（上川・留萌・宗谷振興局）に所在する食品関連企業
■参加費用 無料
■申込締切 平成 29 年 10 月 6 日（金曜日）まで
■申込方法
Web サイトから「参加申込書」をダウンロードの上、必要事項を入力し、事務
局まで E メールにてお申込みください。
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/501/502/d062379.html
■申込先
caravan@kante.jp
■主催 札幌市、札幌卸商連盟
■共催 旭川市
添付資料

有

（リーフレット）・

無

報道（取材）に当 多くの事業者に周知いただきたく，報道よろしくお願いいたします。
たってのお願い

備

考

「卸売キャラバン隊商談会 in 旭川」買手企業（札幌市内卸売企業）仕入希望商品一覧①
仕入希望商品・技術・企画
仕入希望商品・技術・企画の詳細

国分北海道㈱

http://www.kokubu.co.jp/hokkaid
o/company/greetings/

㈱Ci5

www.jp-ci5.com

ジップコーポレーション㈱

企業概要
その他の取引条件等

所在地

業種、事業内容

主要販売先

①スーパー、百貨店等に向けた北海道産加工食品
（常温・チルド・冷凍 全温度帯可能）
北海道外には直送納品、出来ない
②スーパーなどのデリカ商材になる北海道産の原料、又は北海 場合はこちらのトラックにて引取。
道産の原料を使用した惣菜

札幌市中央区
南6条西9丁目
1018番地3

酒類・食品卸売業

東アジア賞味期限180日以上の常温保存商品。東南アジア冷凍品、
魚介類、菓子類、魚介加工品.販売先：国外百貨店、輸入食材スー
パー、越境ＥＣ，海外ネットショップ、卸売り企業。 参考資料：
https://www.facebook.com/shanghaisapporo/
http://www.imgrum.net/user/ci5sapporo/1491600231

札幌市厚別区
厚別東2条3丁目
1-6

中国（上海、天津、北京、
瀋陽、深圳、台湾）、シン
ガポール、ベトナム（ホーチミ
東アジア、東南アジア輸出卸
ン）、マレーシア（クアラルン
プール）、インドネシア（ジャ
カルタ）、タイ（バンコク）

国内現金取引。
道内か関東港配送。

北海道内で生産・加工されている食品全般で、一次産品・
新商品や企画段階でこれから販売す 札幌市北区
食材・加工品のジャンルを問いません。
る商品、または、量産できない商品で 北6条西6丁目2
特に北海道外で物産展に出展・販売を行ってる企業や商品を
もかまいません。
第2山崎ビル７Ｆ
求めています。

全国のスーパー、百貨
店、ドラッグストア、業務
用酒販店、飲食業態
など

北海道外卸・外食店、
・卸売販売、
・インターネット通信販売、
ノベルティー販売企業・
・通信販売運営管理・販促代行 一般消費者

https://www.kitaiti.com/

㈱札幌大成
水産物及び冷凍食品全般（原料・製品等）
当社取引先は多岐に渡るので様々なご提案を希望します。

特に条件等ありません。
定番品及びスポット品でも可

札幌市中央区
北12条西19丁目
36番地

水産物卸
冷凍食品卸
食品卸
冷凍品製造

荷受・仲卸・通販・ホテ
ル・土産問屋等

道外ゴルフレストラン、旨い
もの市（カタログ通販）、ヨ
シケイ、ヤマトデリバリープラ
ス、タイ国向け輸出（窓口
JFCジャパン）、道内（キノ
コ大国レストラン）

㈲ワカヤマ

㈱STV開発センター

http://www.stv-kc.co.jp/

道産食材を使った加工食品（農産物、水産物）の業務用、 新規商品、希少価値、無添加食
家庭用、
品、 温度帯問わず、

札幌市豊平区
福住１条１丁目
７－６

水産物加工、農産物加工
食品の卸、販売

食料品全般、北海道にこだわった商品。
放送という伝達方法にマッチした製造のこだわり、商品の歴史が 販売数量の限定の無い商品が希
ある商品。
望。自社出荷・倉庫入れ両方に対
食品以外、生活雑貨（道民の生活向上につながる便利グッ 応できる商品
ズ）も募集しています。

札幌市中央区
北1条西7丁目
1-1CARP札幌5階

テレビ・ラジオ・カタログ・Webを
札幌テレビ放送・STVラ
使った通信販売。その他、テレビ・
ジオでの販売
ラジオの全国系列局への商品卸

全国の高級スーパー、百貨店へのスイーツ・乳製品・
ドライ加工食品

札幌市中央区
北11条西21丁目
2-1

食品卸、企画販売

全国高級ｽｰﾊﾟｰ・大丸
松坂屋・全国卸店

食品卸、企画販売

関西圏大型業務チェーン店
（レストラン、回転寿司、居
酒屋、ベーカリー）

㈱丸市岡田商店(市販用）

新規商品を主体に、商品開発

http://www.maruichiokada.jp

㈱丸市岡田商店(業務用他）

【業務用】業務用加工食品全般（和食レストランチェーン、居酒屋チェー
ン、ベーカーリー）、海産物加工品（刺身、干魚、鮮魚含その他）、北 ある程度量の確保が見込めるもの。
メーカー様物流リードタイム・ロットを明
海道及び産地や生産者を謳える商品
【その他】札幌市内観光土産にて販売できるもの

http://www.maruichi-okada.jp

札幌市中央区
記してください。
北11条西21丁目
※販売先:チェーン店が主のため小型
2-1
形態の市販品の特価対応でも取扱
可能

「卸売キャラバン隊商談会 in 旭川」買手企業（札幌市内卸売企業）仕入希望商品一覧②
仕入希望商品・技術・企画
仕入希望商品・技術・企画の詳細

・卵を使わないスイーツ（EUでは日本からの卵仕様の加工品
は禁止になりました）
・賞味期限1年のお菓子、スイーツ関係（冷凍可）
・アジア諸国向け商品
・飲食店向け原材料、加工食品など
https://www.kitashoku.jp ・国内向け通販用商品
㈱加藤商事

企業概要
その他の取引条件等

・御社ホームページに無い商品
・新商品 等があればなお良いです。
・国内向け業務用商品
（上代より60%以下の卸価格）
弊社は直接小売りはしません。
B to B to B to Cになります。

所在地

札幌市東区
北46条東16丁目
1-22-1201

業種、事業内容

主要販売先

・食品卸売
・食品通販
・食品輸出
・食品企画

・通販一般ユーザー
・問屋（本州）
・飲食店（札幌市内）
・海外（主にドイツ）
・(株)さくら野百貨店
弊社は新会社の為まだ大
手取引先はありません。

食品卸売業・ＴＰＬ
センター運営・他

道内量販店全般
道外百貨店・量販店
道内・外外食チェーン通販

卸・小売業

三越伊勢丹、東武百貨
店、大丸松坂屋、八木橋、
藤崎、JALUX、リンベル、大
和、大丸札幌、札幌丸井
三越、棒二森屋

ギフト卸・北海道物産
商品卸

生活協同組合コープさっぽ
ろ・北雄ラッキー(株）・
（株）西條

食品卸

道内・道外生協協同購入

食品卸、ネット販売等

インターネット・ホテル・料
亭・飲食店・弁当仕出
し・介護福祉施設等

業務用食品卸

道内宿泊施設(観光、シ
ティ、ビジネス、リゾート)、社
名は記載出来ません。

総合食品商社

(道内)イオングループ、アー
クスグループ、コープさっぽろ、
ローソン
(道外)九州、沖縄地区ま
で多数

日本アクセス北海道(株)

http://www.nipponaccess-h.co.jp

道産品食材、地域特産品等、道内・道外へのスー
パー、百貨店、業務用外食チェーン向け提案商品の
発掘。

札幌市東区
製造数がある程度作れる食材。
苗穂町９丁目
売れ筋商品、新商品等。
１番１号

㈲彩路季
北海道の農産物、海産物。またはそれらを使った加工品など。
販売先は全国の百貨店、通信販売カタログ、道外観光客が訪 特になし
れる土産物屋。

（株）ＦＵＪＩ

http://zoutounofuji.co.jp/

札幌市中央区
北11条西23丁目
1-27

・道産素材を主原料とした特色のある商品。
札幌市清田区
（業務用・ギフト品など問わず）
売れ筋商品・新規商品・道産素材を主原
真栄４０８－２
・商品規格変更（グラム数調整等）可能な商品も希望。
料とした商品・ギフト商品
・売り先・売る方法等を「双方で要相談」しながら、ともに販路拡大へつな
協同組合ニイイチ
販売先：全国量販店・ギフト専門店
げれる商品。
物流センター内
・生活協同組合コープさっぽろ様の「トドック」へ提案できる商品。

㈱エフ・エム通商
札幌市西区
八軒６条東２丁目
8-10

協同購入で販売する加工食品全般

温度帯は問いません

糖質制限患者向け（健康食品・ダイエット）の商品・原料。
ギフト・ネット販売向けの道産食品、産地直送の道産品など。

小ロット発注可能な商品を希望。売 札幌市中央区
れ筋商品、新規商品、開発中の新 南5条西24丁目
商品、オリジナル商品を希望。
3-24

㈲ユウテック

http://www.rakuten.
co.jp/yourtec/

サッポロウエシマコーヒー（株）
道内の宿泊施設の得意先が多く、北海道食材を使用した商品を探して
います。朝食、夕食バイキング食材、お膳用食材など北海道を明記出来
特にありません
る食材を希望します。又、道外の得意先にも紹介できる北海道ブランドを
使用できる商品を希望します。

札幌市厚別区
厚別東5条1丁目
4-26

常温加工食品、冷凍・冷蔵食品、菓子（常温・冷凍）、酒類
※主に道産原料使用商品を希望。
※メーカー様ＮＢ商品の他、一緒に商品開発も行なえたらと思料。
※道外弊社支社の得意先への北海道フェア向け商品

札幌市白石区
流通センター６丁目
４番２２号

www.u-coffee.co.jp/

三菱食品㈱ 北海道支社

http://www.mitsubishishokuhin.com/

特にありません

