
■主催機関

大垣共立銀行 法人営業部 企画営業グループ
〒503-0887　岐阜県大垣市郭町3丁目98番地 TEL/0584-74-2194

岐阜県 商工労働部　県産品流通支援課
〒500-8570　岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 TEL/058-272-8362

名古屋市上下水道局 企画経理部　経営企画課（木曽三川流域自治体連携会議事務局）
〒460-8508　名古屋市中区三の丸3丁目1番1号 TEL/052-972-3615

・参加方法のご案内は「rbs-okb@rickie-bs.com」のメールアドレスから送信します。迷惑メール対策などでドメイン
指定受信の設定をされている場合、メールが届かない場合がありますので、「@rickie-bs.com」からのメールが届く
よう設定をお願いします
・商談の可否はご提案内容により決定されます。ご希望にそえない場合がありますのであらかじめご了承ください
・商談内容などについては、OKBは一切責任を負いません
・事務局から商談スケジュールの決定連絡後、サプライヤー企業都合によるキャンセルをされた場合はキャンセル料と
して税込商談費用の100％をご負担いただきます
・試食用サンプルの送付を行う場合の送料はサプライヤー企業のご負担となります
・主催者は開催構成、サービスなどについて内容を変更する場合があります

・お車でお越しの際は、名古屋ビルディング駐車場、ユニモール駐車場、タワーズ駐車場、または、お近くのコインパー
キングをご利用ください。駐車料などはサプライヤー企業のご負担となります。

お問い合わせ先　OKB大垣共立銀行　法人営業部　【事務局】　担当：白木・大橋・三輪・杉本
TEL 0584－74－2194（受付時間 平日9：00～17：00）

情報入力サイトのマイページから、商談希望のバイヤー企業への商談エントリーをいただ
きます。バイヤー企業が選考できるよう情報入力サイト内で商品情報の登録が必要です

参加バイヤー企業の選考を経て、事務局より当日の商談スケジュールおよび参加費用
についてご連絡します

商談が設定されたサプライヤー企業に商品情報シートの作成アドバイスや模擬商談
など成約率向上のための情報提供をします
・参加無料

サプライヤー企業から商談予定のバイヤー企業宛に試食用サンプルなどを送付して
いただきます（試食用サンプルの送付は任意ですが、商談会当日の試食は行いません）

各日程にて商談を行います
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OKBが目印です

エントリー方法およびスケジュール

「個別商談会」開催概要
開 催 日 時 2022年7月8日（金）、22日（金）、29日（金）　10：00～17：00

OKB Harmony Plaza 名駅
名古屋市中村区名駅4丁目6－17　名古屋ビルディング10階

会 場
（研修会・商談会）

各バイヤー企業へ自社の特徴ある商材の提案を希望する食品事業者募 集 対 象
1商談約25分の個別商談（事前マッチング型）
新型コロナウイルス感染拡大状況またはバイヤー企業の都合によりオンライン商談となる場合があります形 式

1商談あたり5,500円（税込）
・商談設定が確定した場合に必要です

参 加 費 用

商談会の開催
7月8日（金）、7月22日（金）、7月29日（金）

試食用サンプルの送付
商談日の1週間までに発送

成約率向上のための事前研修会開催
6月下旬～7月上旬・研修会の参加は任意です

商談選考結果のご通知
6月上旬～中旬

参加申し込み
5月20日（金）まで

各バイヤー企業への商談エントリー
およびFCP情報の登録

5月23日（月）まで

下記URLまたはQRコードから申し込みフォーム（情報入力サイト）にアクセスし
必要事項を入力してください
・提出いただいた内容は、主催機関・協力機関・各バイヤー企業と共有し本イベント
の参加者管理の目的に使用します

・申し込みフォームに入力したメールアドレス宛に情報入力サイト「マイページ」への
ログインに必要な情報が送信されます
URL https://event-entry.jp/okb2022/application

木曽三川流域

個別商談会
2022

サプライヤー企業募集中！

主　催／

協　力╱リッキービジネスソリューション 株式会社

後　援╱公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター　公益財団法人 あいち産業振興機構　公益財団法人 名古屋産業振興公社

OKB Harmony Plaza 名駅
名古屋市中村区名駅4丁目6－17　名古屋ビルディング10階



農産加工品畜産水産加工品 惣菜 麺・米・粉製品 飲料（酒以外） 酒 その他その他生鮮食材 パン・菓子アイコン説明

・各バイヤー企業への商談エントリーや調達ニーズの確認は、情報入力サイトにて行うことができます。また、各バイヤー企業の調達ニーズについては本チラシ記載のニーズから変更となる場合がございます。商談エントリーの際は情報入力サイト上で各バイヤー企業の調達ニーズをご確認ください

FRIDAY
87 1894年の創業から126年、長きにわたり地域社会に貢献し地域

とともに発展。関連事業の展開にも積極的に取り組み、グループ
では、交通、運送、不動産、レジャー･サービス、流通などの各
分野からなる企業集団を形成

愛知県名古屋市 名古屋鉄道 株式会社
その他

希望内容
1取り扱いエリア
当社沿線地域：愛知県、岐阜県
当社沿線地域の事業者さま、当社沿線地域の食材･原料を使用
した商品を特に募集
2商品カテゴリー
●和・洋菓子（地域の銘菓、地域の原料を使用したお菓子など）
●冷蔵製品（調味料、乳製品、ハム、麺類などの加工食品）
●非冷製品（醸造食品、レトルト、瓶詰、茶などの加工食品）
●酒類（クラフトビール、日本酒、ワインなど）
●飲料（ジュース、茶、コーヒー・紅茶、乳製品など）
3希望条件
本検討店舗でのみ取り扱う独自商品を共に開発できることが望
ましい（新商品開発、店舗限定パッケージなど）

SDGs調達ニーズ
●地産地消、地域貢献につながる商品
●食品ロスの削減につながる
●無添加無着色、無農薬減農薬の原料を使用
●フェアトレード、ウェルフェアトレード商品

愛知県一宮市 株式会社 名鉄レストラン

高速道路のサービスエリア、パーキングエリアでの物販･飲食業
経営。滋賀、岐阜、愛知を中心に5つのエリア（多賀、養老、恵那峡、
刈谷、岡崎）を運営

福祉事業者さまの生産物を取り扱っており、「誰も取り残さない
社会」に貢献したいと考える

SDGs調達ニーズ

その他

希望内容
「地域の特産品」を募集。お土産需要だけではなく、自家需要に
も対応する商品も歓迎

愛知県名古屋市 国分中部 株式会社

東海四県と北陸三県を商圏とし、食品と酒類を主に取り扱う卸売
会社。各地域の風習や、食文化に寄り添ったエリアマーケティン
グを行い、食を扱う全てのお客さまの真のニーズに対応。加工
食品･酒類からチルド、菓子までフルカテゴリーを取り扱い、お得
意先さまは、スーパー、ドラッグストア、百貨店、コンビニ、ディ
スカウントストア、酒専門店、ＥＣ、雑貨店、スポーツショップなど

●環境に配慮した商品など
●プラントベースドミート（植物性の食材）など
●フェアトレード基準を満たしたコーヒー、スパイスなど

SDGs調達ニーズ

その他

希望内容
愛三岐、静岡、北陸三県の地元の食材や地元の素材を活かした
商品を求める

愛知県名古屋市 東海旅客鉄道 株式会社

地域活性化を目的に、ＪＲ東海沿線の名産品を産直でお届けするサイ
ト「いいもの探訪」。駅やホテルの人気商品やオリジナル鉄道グッズ
などを取り揃えたサイト「ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ」、2つのＥＣサイトを運営

1いいもの探訪
●ＪＲ東海と一緒に、地域貢献の取り組みをしていただける事業者
さまを希望。（例：商品の背景や製造のこだわり、地域の魅力
などを紹介する体験ツアーを受け入れ可能など）
2ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ
●東海エリアの魅力をPRすることで大手モールとの差別化を図
る。サスティナブルな東海エリアをPRできる商品を扱え、商品
だけでなく体験イベントなどを運営できる事業者さまを希望

SDGs調達ニーズ

その他

希望内容
1いいもの探訪
●地元ならではの商品、地域の文化や伝統に関連するもの、商
品作りに思い入れがあるものなど、地域の魅力向上に貢献でき
る商品を募集。特に、非冷蔵かつ賞味期限が長い手土産向き
の商品、販売期間限定の商品、製造や生産数に限りのある数
量限定品など「限定感」を訴求できる商品を希望
2ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ
●ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴにご出店、ＥＣショップを運営いただける事業者
さまを希望
●あわせて、ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ出店者さまへの商品提供や、オリ
ジナル商品開発などに取り組んでいただける事業者さまを希望

グルメカタログギフトの草分けとして、1987年からデパ地下グル
メや地方の隠れた味を紹介。日本各地のうまいもの･自然が育ん
だ旬の美味を探し出し、産地の方々と一緒に育て、その想いや物
語をお客さまに伝えることで、地域の元気にお役立ちたいと考え
る。グルメカタログギフトは、大手百貨店やスーパーマーケット
などへ卸売りをしており、2020年からはＥＣサイト（楽天市場や
PAYPAYモールなど）でも販売を開始。カタログギフトに加え、
単品も展開中

その他

希望内容
●素材･生産方法などに拘りがあり、ストーリー性のある商品
●衛生面で安全を担保できる商品
●産地直送（貴社）で、商品を出荷できること

SDGs調達ニーズ
プラントベースドミート（植物性の食材など）

日本全国から保存料や着色料などの食品添加物を極力使用して
いない「安全・安心・おいしい」食品を探し求めています。取引先は、
百貨店、全国の高質スーパー、小規模のこだわり食品専門店など

オーガニック・無農薬原材料使用商品
プラントベースドミート商品

SDGs調達ニーズ

その他

希望内容
●高質スーパー向けのこだわりのある加工食品
●保存料や着色料などの食品添加物を極力使用していない商品
●伝統の味から進化系の食材まで取扱商品を幅広く求める
●ご当地物やトレンドなど、多彩なテーマで販売店に企画提案で
きる商品

自社工場製造の惣菜、パン、デザート、加工肉などの自家製商品
をはじめ、自社輸入のワイン、生ハム、チーズなどの輸入品、原
料などにこだわったオリジナル商品など、日本、世界から選りすぐ
られた食品を取り揃えています

ヴィーガン向け食品、プラントベースドミート（植物性の食材）、アッ
プサイクルを謳える食材・商品

SDGs調達ニーズ

その他

希望内容
●旬の食材、地域性のある食材
●地域性があり、素材、製造方法などストーリー性のある商品
●こだわりがあり産地直送が可能な商品
●惣菜、デザートの原料として使用できる食材（旬の食材のB級
品なども対応可）

「ニッポンの百貨をおもしろく。」というコンセプトのもと、全国各
地のスグレモノを発掘･発信。ただモノを売るだけではなく、その
背景にあるモノヅクリをしっかりマーケットに伝えることで、ニッポ
ンのモノヅクリ文化を未来へ繋げることを目指す。都内中心に8
店舗展開するほか、全国の百貨店などで期間限定催事イベント、
卸売事業、また商品開発に係るブランディング･マーケティング事
業なども展開

その他

希望内容
●味、こだわり、ストーリーで差別化できる商品
●地域性のある商品で、あまり都内で流通していないもの
●個性のある商品

SDGs調達ニーズ
SDGsに即した商品であれば尚良し

株式会社 三越伊勢丹フードサービスの後継として、スーパーマー
ケット（クイーンズ伊勢丹）事業及び食品製造加工卸事業などを
行っている。クイーンズ伊勢丹は、高品質な食品スーパーマーケッ
ト。独自性の高いプライベートブランドを中心に、利便性・簡便
性の高い商品、輸入食材、直輸入ワイン、有名チーズなども取
り揃え、現在、首都圏に18店舗を展開

SDGs調達ニーズ

その他

希望内容
●高品質で安全な食品
●JANコードが必要

110年の歴史を持つ高質スーパーマーケットです。現在JR東日本
の傘下に入り10年ほどがたち、エキナカへの出店も行っている

代替肉関連
SDGs調達ニーズ

その他

希望内容
●安全性が担保できる高質な商品
●PB/OEM対応商品
●ミールキット
●冷凍加工品

1951年に鮮魚と乾物の店「石戸商店」として創業。1963年に柏
で初めてのスーパーマーケットをオープンし、現在の社名に変更

環境問題を考えた商品、植物性食材
SDGs調達ニーズ

その他

希望内容
美味しくて価値観のある商品、なるべく安心安全を考えた添加物
の少ない食材
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東京都千代田区 株式会社 ごっつお便

東京都港区 株式会社 日本百貨店 東京都新宿区 株式会社 エムアイフードスタイル 東京都新宿区 株式会社 紀ノ國屋 千葉県柏市 株式会社 京北スーパー

大阪府茨木市 株式会社 G7ジャパンフードサービス 神奈川県横浜市 株式会社 成城石井

1965年創業、兵庫県神戸市中央区に本社を持つ大手通信販売
会社。幅広い年齢層の女性をターゲットとして、衣料品・生活雑貨・
インテリア・化粧品などを販売。カタログを配布してハガキやネッ
トで申し込む形式が主流で、商品は多くの場合、頒布会（定期購
入システム）形式

SDGs、フェアトレード、オーガニックなど、こだわりがある商品
は尚良し

SDGs調達ニーズ

その他

希望内容
地域性や素材にこだわりのある食品で、他にはない特徴のある商
品。パッケージのこだわりなども重要ポイント。単品提案は基本
お受けせず、味違いなど何種類かまとめてご提案いただける商品
を希望

兵庫県神戸市 株式会社 フェリシモ
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日程別参加バイヤー企業一覧


