
一般社団法人日本フードサービス協会 
JAPAN FOODSERVICE ASSOCIATION 

協賛・株式会社 

 
JFフードサービスバイヤーズ商談会2019 
フ ー ド サ ー ビ ス の 新 た な 価 値 の ご 提 案 

【報 告 書】 
    
                       2019年 11月 12日（火） 

                      ＴＯＣビル・五反田 13階 



ご 挨 拶 

 

 一般社団法人日本フードサービス協会（略称 JF 会

長：高岡  慎一郎  本部：東京都港区）では、外食産

業と農畜水産等関連産業とのビジネスマッチングと

して、恒例の｢JF フードサービスバイヤーズ商談会｣

を 2019 年 11 月 12 日（火）、 TOC ビル・五反田（東京

都品川区）で開催しました。  

 

商談会では「フードサービスの新たな価値のご提案」

をテーマとし、外食企業や中食企業が食品メーカーや

食品卸等の出展企業の皆様との情報交換・意見交換を

通じ、仕入調達や新たなメニュー開発に向けた実務的

な商談を行いました。また、(公社 )日本農業法人協会

と連携し、業務用市場向けへの安定供給に力を入れる

意欲的な国内農業者による「外食産業と農業とのマッ

チング商談会」を同時開催し、外食産業がより付加価

値の高いメニューを検討する機会を提供しました。  

 

協会では本事業を今後も継続して実施し、外食・中

食を中心とする来場者と、農林水産物の生産者団体や

食品メーカー、また店舗営業を支えて下さる関連企業

等の、有意義なビジネスマッチングの機会としていく

所存です。  

どうぞ宜しくご支援・ご協力賜わりますようお願い

申し上げます。  

一般社団法人日本フードサービス協会 
会  長  高 岡 慎 一 郎 
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開催概要 

■名 称 JF フードサービスバイヤーズ商談会 2019 

■日 時 2019 年 11 月 12 日（火）10：00～17：00 

■会 場 TOC ビル・五反田 13 階（約 2,700 ㎡） 

■出展社 162 社･団体/166 小間 （2018 年 166 社･団体/174 小間） 

■来場者 1,972 名 （2018 年 1,961 名） 

■主 催 一般社団法人 日本フードサービス協会 

■協 力 一般社団法人 日本惣菜協会 

  公益社団法人 日本農業法人協会 

■協 賛 株式会社 ジェフグルメカード 

 本商談会は、「外食産業と農業とのマッチング商談会」と同時開催致しました。 

   

髙岡慎一郎会長開会挨拶         オープニングセレモニー 

出展社説明会の開催 

■日 時 2019 年 9 月 27 日（金）14：00～15：30 

■会 場 JF センター会議室  

■プログラム 

主催者挨拶「出展企業・団体の皆様に期待すること」  

   日本フードサービス協会 副会長 / 食材調達･開発等委員会委員長 赤塚 保正 

事例発表「外食企業が求める食材･食品について」  

   株式会社トリドールホールディングス SCM 本部購買部・物流部次長 四方田 栄一 氏 

出展手続き等説明  

株式会社 廣目屋 他 

今後の準備作業について 

 

㈱ﾄﾘﾄﾞｰﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 四方田栄一 氏 赤塚保正 副会長 
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出展社・団体名 56 (株)トゥーバトレーディング

1 アイソフト(株) 57 トップ・トレーディング(株) 出展社・団体名

2 (株)あいち研醸社 58 とぴあ浜松農業協同組合 1 (株)アークス

3 (株)旭食品 59 (株)トワード 2 (株)浅草屋フーズ

4 味の素(株) 60 長瀬産業(株) 3 (有)あぶい蒲鉾

5 アメリカ乳製品輸出協会 61 日清フーズ(株) 4 (有)稲庭古来堂

6 (株)イクタツ 62 日本製粉(株) 5 岩間園製茶本舗

7 石光商事(株) 63 日本食研ホールディングス(株) 6 (株)ウエルネス

8 (株)いちまる 64 ネスレ日本(株) 7 mtf(株)

9 エー・ディー・エム・ジャパン(株) 65 農林水産技術会議事務局/農研機構 8 (株)大潟村同友会

10 エコロジーファーム(株) 66 (株)ノルレェイク・インターナショナル 9 (株)海外技協

11 エスビー食品(株) 67 ハウス食品(株) 10 罕東(株)

12 MLA豪州食肉家畜生産者事業団 68 伯方塩業(株) 11 小林クリエイト(株)

13 エム・シーシー食品(株) 69 (株)はくばく 12 (有)こむぎ工房

14 (株)小谷穀粉 70 ハナマルキ(株) 13 (株)サラダコスモ

15 オルガノ(株) 71 (株)万城食品 14 三光商事(株)

16 カリフォルニアくるみ協会 72 (株)ピーズガード 15 シーファーム・トレーディング(有)

17 キッコーマン食品(株) 73 (株)ヒガ・インダストリーズ 16 (有)竹鶏ファーム

18 キユーピー(株) 74 福島鰹(株) 17 (株)種商

19 クラカグループ 75 フジ産業(株) 18 (株)ニューオークボ

20 ケンコーマヨネーズ(株) 76 フジッコ(株) 19 ノリット・ジャポン(株)

21 幸福米穀(株) 77 (株)フタバ 20 (株)フードイズムラボ

22 国分グループ本社(株) 78 （有）舟形マッシュルーム 21 マルヒ食品(株)

23 (株)ゴーゴーカレーグループ 79 プロジェクトA 22 (株)マルヤス

24 サナス 80 米国食肉輸出連合会（USMEF） 23 (有)山岸モータース

25 三宝産業(株) 81 （協）米ワールド21普及協議会

26 (株)J-オイルミルズ 82 (株)マツイフーズ

27 (株)ジェフグルメカード 83 (株)マル井 出展社・団体名

28 敷島製パン(株) 84 丸源飲料工業(株) 1 青森県／（一財）深浦町食産業振興公社

29 正田醤油(株) 85 (株)マルマタ 2 青森県／(有)田向商店

30 (株)シンギ 86 (株)ミートコンパニオン 3 青森県／なんぶ農援(株)

31 (株)新進 87 (有)モリモト有機農産 4 青森県／五戸水産(株)

32 (株)スマイル 88 八基通商(株) 5 長野県／(有)ベジ・ドリーム

33 住商フーズ(株) 89 ヤマサ醤油(株) 6 長野県／(株)丸金

34 セキシステムサプライ(株) 90 USAライス連合会 7 福岡県／農事組合法人福栄組合

35 (株)千興ファーム 91 レインボーフレッシュ(株) 8 福岡県／JAふくおか八女

36 全国農業協同組合連合会 9 鳥取県／(株)地域商社とっとり

37 (株)創味食品 10 (有)アクト農場　

38 ソントン(株) 出展社・団体名 11 (有)伊豆沼農産

39 大栄フーズ(株) 1 オタフクソース(株) 12 (有)柏崎青果

40 タカナシ販売(株)/ハーゲンダッツジャパン(株) 2 金印物産(株) 13 (有)川口納豆

41 タカノクリエイト(株) 3 (株)合食 14 こと京都(株)

42 TUクリエイト(株) 4 (有)粉川 15 (株)さかうえ

43 デリカフーズ(株) 5 寿食品(株) 16 新篠津つちから農場(株)

44 東海澱粉(株) 6 四国医療サービス(株)シンセイフード事業部 17 (株)信州富士見高原ファーム

45 東京サラヤ(株) 7 (株)仙台水産 18 農事組合法人ながさき南部生産組合

46 トップ・トレーディング(株) 8 (株)せんにち 19 (有)仁光園

47 とぴあ浜松農業協同組合 9 宝醤油(株) 20 農事組合法人ねじめ農園

48 トリゼンフーズ(株) 10 日清オイリオグループ(株) 21 農事組合法人ファーム八千代

49 (株)トワード 11 (株)ノムラフーズ 22 (株)ベジアート

50 長瀬産業(株) 12 松田食品工業(株) 23 (株)みやぎ農園

51 日清オイリオグループ(株) 13 (株)マルハ物産 24 (有)盛田アグリカルチャーリサーチセンター

52 日清フーズ(株) 14 丸紅エッグ(株) 25 (有)山口農園

53 日本製粉(株) 15 (株)みすずコーポレーション 26 (株)れんこん三兄弟

54 日本農産工業(株) 16 ミツイシ(株)

55 ネスレ日本(株) 17 (株)ヤマザキ

特別ブース≪JFフーズインフォマート≫

JFフードサービスバイヤーズ商談会　出展社一覧

特別ブース≪（一社）日本惣菜協会≫

同時開催≪外食産業と農業とのマッチング商談会≫
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会場の様子（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープニングセレモニー              入場者の受付での行列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展社を巡回する髙岡会長                商談会会場風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外食産業と農業とのマッチング商談会          JFフーズインフォマートブース 

 

 

 

5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   惣菜・中食コーナー          デリカフーズ㈱によるカット野菜等の提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エスビー食品㈱によるスパイス＆ハーブの提案      ケンコーマヨネーズ㈱による新商品提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ㈱トワードによる食品物流提案       セキシステムサプライ㈱生分解性プラ等の提案 
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合 計 

1972人 

参考データ 
【来場者アンケート結果】 

（1）来場者内訳           （2）来場者推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）来場目的（N=121, 複数回答）           （4）関心のあったブースはあったか？(N＝120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）出展社へ期待すること（N=120, 複数回答） 
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（6）本商談会に期待する商品や提案について 

➢ 付加価値訴求の出来る国産原料を使った商材各種 

➢ 新規素材を使用した新機能のある商品 

➢ 冷凍の小カットされたものや、輸入品でも小ロットで購入できる価格競争力の

ある原料 

➢ 容器包材含めて、簡易なオペレーションで取り扱える商品 

➢ 冷凍のデザートで、賞味期限が 6か月以上の商品 

➢ 原料から納品まで一貫した管理ができている商品 

➢ 具体的個別の商材名ではなく、こんな使い方も有りというアイデアや提案 

➢ Ｂ級グルメのような郷土料理や季節感など特徴の打ち出しやすい商品 

➢ 他店舗との差別のため、最終調理などのできる商品 

➢ 調理時間を短縮もしくは調理手間を軽減できる商品 

 

【出展者アンケート結果】 

（1）今回の出展は有益でしたか？    （2）来場者との商談等件数 

 

 

（3）出展社の評価・意見等 

➢ 会場内は非常に盛り上がっていて活気に溢れた素晴らしい商談会という印象

で、是非来年も出展を検討したい。 

➢ 入り口に近い割に人が来てくれなくて厳しかったが、来場者は非常に魅力のあ

るお客様ばかりだった有益だった。 

➢ 大手各企業の役員の方、バイヤー様と名刺交換でき、本商談会は当社でも重要

な位置づけになっている。 

➢ 本年度初めての参加であったが、既存の取引先様との商談や、新たな取引が出

来る可能性のある先様と多数の接点を持つことが出来た。来年度も内容をブラ

ッシュアップし、参加を検討したい。 

➢ 通路が広く隣のブースとも離れていたので、ブースを広く使用出来て非常に助

かった。 
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一般社団法人日本フードサービス協会 
JAPAN FOODSERVICE ASSOCIATION 

協賛：㈱ジェフグルメカード 




