
 一般社団法人日本フードサービス協会（JF 会長：赤塚保正 / 東京都港区）は、外食産業と関連産業と

のビジネスマッチングの場となる、毎年恒例の「JF フードサービスバイヤーズ商談会」を 11 月 17 日（火）

に TOC ビル・五反田 13 階（東京都品川区）で開催いたします。 

 新型コロナウイルスの感染拡大が収まらず、終息がいつになるのか先が見えない状況が続いています。

外食産業はこれまでにない経営環境に直面している事等から、各社においては付加価値の高いメニュー

やテイクアウト・デリバリーに対応したメニューの開発等、新たなサービスや商品を提供するための対

応に取り組んでおります。 

 本商談会は、成長産業として「攻めの農業」を志向する国内農業者や、外食産業のパートナーである

協会賛助会員社を中心とする外食関連企業・団体との情報交換や交流の機会であり、本商談会を通じて、

外食産業における新たな仕入調達やメニュー開発を図りたいと存じます。 

 多くの会員社のご来場を頂き、出展各社の皆様と忌憚のない意見交換をして頂きたくお願い致します。 

一般社団法人 日本フードサービス協会  
 会長／食材調達・開発等委員長 赤塚 保正 

 

 

 

食材-20-4 

令和 2年 9月 30日 

 

 

フードサービスの新たな価値のご提案情報が満載 

ＪＪＦＦフフーードドササーービビススババイイヤヤーーズズ商商談談会会 22002200  

開催のお知らせ ＜来場者事前登録のお願い＞ 
 

日時：１１月１７日(火) １０：００～１７：００  

会場：ＴＯＣビル・五反田 １３階  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ２０２０年１１月１７日（火） 

AM 10：00～PM 5：00 
 

会 場  ＴＯＣビル・五反田 １３階 

     東京都品川区西五反田７－２２－１７ 

    TEL ０３―３４９４－２２００ 
 
 
 
  
 
 
主 催  一般社団法人 日本フードサービス協会（JF）    

    東京都港区浜松町１―２９―６  

   浜松町セントラルビル１０Ｆ 

TEL ０３－５４０３－１０６０ 
 

入場料 無 料（事前登録が必要です） 
 

 

 

ぜひご来場ください 

●ＪＲ 都営地下鉄五反田駅より徒歩８分 
●東急電鉄目黒線 不動前駅より徒歩６分 
●東急電鉄池上線 大崎広小路駅より徒歩 5分 
ＪＲ五反田駅から直通バスが運行しています。 
（原則平日８：００～20：00の間、８分間隔で運行） 

 



 
内 容  （別紙 出展社一覧） 

 

主な出展内容 

＊2021 年春・夏メニューの各業態に向けた提案 

＊外食・中食のニーズに合った規格・品質の商品提案 

＊テイクアウト・デリバリー向けの提案 

＊ストーリー性のある商品や四季折々のメニューの提案 

＊安全で高品質な国産農産物及び海外食材・食品 

＊食材のおいしさや長所を引き出すドレッシング・飲料等 

＊店舗の衛生管理／感染症対応関連商品 

＊食品廃棄物等の発生抑制対策・リサイクル推進関係商品 

＊節電及び CO2 削減機器等の提案 

＊テイクアウト・デリバリー用容器類 

＊with コロナ時代に対応した新たな技術・サービス 

※本商談会は、(一社)日本惣菜協会、(公社)日本農業法人協会との連携により実施します。 

※本商談会は、(株)ジェフグルメカードのご協賛を頂いております。 

 

※会場では、新型コロナウイルス感染防止対策を講じておりますので、安心してご来場下さい。 

※会場では、マスクの着用、消毒液による手指消毒、ソーシャルディスタン

スの確保へのご協力をお願いします。 

※ご入場に際して検温を実施しますので、発熱のある方や体調の優れない方は、ご来場をお控

え願います。 

 

ご来場には事前登録が必要になりますので、下記の方法にて登録をお願いします。 

 

   ご来場事前登録について 
 

以下のいずれかの方法によりお申し込み下さい。 

 

① 事前登録申込書によるお申し込み 

別紙「事前参加登録申込書」に必要事項をご記入の上、メール（tenjikai-jf@jfnet.or.jp）

か FAX（03-5403-1070）にて、協会事務局（担当：下口）宛にご送付下さい。 

 

② 協会ホームページからのお申込み 

協会 HP（http://www.jfnet.or.jp/）のトップ画面より、             を

クリックし、事前登録申込フォームよりご登録下さい。 

 

貴社及び関連企業の経営者層や仕入調達担当者、商品開発 

担当者、また調理に携わる責任者やスタッフ等の皆様にご来場

頂きたく、お願い申し上げます。 



小間No. 出展社・団体

1 128 （株）旭食品

2 156 味の素（株）

3 127 （株）イクタツ

4 159 石光商事（株）

5 178 （株）いちごホールディングス

6 178 （株）T-TRIKE

7 114 （株）いちまる

8 169 エー・ディー・エム・ジャパン（株）

9 136 エコラボ（合）

10 125 （株）エスコ

11 130 エスビー食品（株）

12 119 （株）エフ・エムアイ

13 111 エム・シーシー食品（株）

14 148 オザックス（株）

15 132 キッコーマン食品（株）

16 172 キユーピー（株）

17 165 （株）協同商事

18 139 （株）KCC

19 170 ケンコーマヨネーズ（株）

20 189 国分グループ本社（株）

21 144 薩摩酒造（株）

22 191 （株）サティスファクトリー

23 126 ザ・パック（株）

24 138 シーバイエス（株）

25 129 （株）J-オイルミルズ

26 187 （株）ジェフグルメカード

27 188 正田醤油（株）

28 195 （株）シンギ

29 192 （株）新進

30 182 （株）スマイル

31 154 住商フーズ（株）

32 157 セキシステムサプライ（株）

33 115
全国農業協同組合連合会
（全国農協食品（株） / 協同乳業（株）/
 （株）グリーンメッセージ）

34 137 （株）創味食品

35 112 タカノクリエイト（株）

加熱機能付きの容器やエコ容器等、食品向けのパッケージを提案

出展予定企業・団体一覧　（10月27日現在）
出展内容

「味の素KK お肉やわらか調理料SP」「味の素KK お米ふっくら調理料」等の提案

非接触・抗菌・ユーザーセーフティを考えたコーヒー・ソフトドリンク提供や、SDGsに特化したコーヒー
やバリスタコラボの商品も試飲頂き、アフターコロナを見据えたレストランのドリンク提供の提案

国内外の各産地より20種類以上の雑穀を仕入れ自社工場設備で製造した、五穀・十六穀等ミックス
原料やきび・あわ・ひえ・キヌアなどの単品原料を提案

精米・酒類・米飯の提案

オリーブオイル、非常用浄水装置

クラフトビールCOEDO、国産有機野菜

低GI天然シロップの「キャロブシロップ」やフルーツパウダー使用のドレッシング（ラズベリー、バナナな
ど）、焙煎ピーナッツオイルのドレッシング、新ベジタリアン食の「ビーンズボール」を提案

電子ブレーカー導入による電気料金削減、高圧受電設備の保安点検、店舗規模に合わせたエネル
ギーコスト削減提案

スパイス＆ハーブをテーマとした、「＋付加価値」「小袋商品」のご提案
小袋香辛料、シーズニング各種、各種レトルト、その他スパイス関連商材

2020年3月にリリースした「万能炒めダレ」、「割烹割り下」、「割烹だしポン酢」、「やみつき焦がしたれ」
を中心に提案

日本全国35,000店以上の加盟店でご利用いただける全国共通お食事券「ジェフグルメカード」の提案

100Vタイプの急速冷却冷凍機（IRINOX社ブラストチラー）を提案

アンチウイルス、省人・省力化対応ソリューションの提案

テイクアウト資材やウイルス対策グッズ、消耗品、環境商材の提案

テイクアウト・デリバリー用パッケージ類や環境配慮型パッケージ類等を提案

創業以来培ってきたノウハウで樹脂製食器等のコストダウンを図り、良い品質の製品を提案

スペイン産ビーフ「EC MEDINA」やトルコ産チキン「HASTAVUK」の試食提案

各種国産農畜産物を取り扱うＪＡ全農グループが、春・夏メニューに向けて野菜加工品（カット野菜）、
乳加工品（スイーツ）、冷凍米飯を提案

秋の新商品を中心に創味のホワイトソースや創味のカレー、洋風調味料等を提案

JFフードサービスバイヤーズ商談会 11月17日(火)　10：00～17：00　（東京都品川区・TOCビル五反田13階)

オペレーション簡略化、テイクアウト・デリバリー向け商材の提案

環境配慮商材（容器・その他関連包材）

テトラシリーズ（ホールコーン、トマト等）、ワンファミリーシリーズ（食制限対応のつゆ、ぽんず等）、調
味用ワイン（減圧によりオペレーションの手間削減）等を提案

レーヨン不織布プリント柄おしぼり（オリジナルデザインも可能）や抗ウイルス加工剤使用布リースおし
ぼり等の提案

フランス発祥のサラダ『ペイザンヌサラダ』のドレッシング等、外食向け商品の提案

当社オリジナル酒類のご案内及び、商品開発機能を活用してこれからのフードサービスにマッチした
商品を提案

ごみから作った再生ごみ袋で、99％再生材使用ごみ袋「Furoshiki」を紹介

デリバリー・テイクアウト用パッケージ（箱・紙袋・ポリ袋等）の提案

風味油シリーズ「Jプロ」のラインナップやスターチ製品「ネオトラスト®」　の試食食べ比べ（スポンジ
ケーキ）を実施

居酒屋業態のグランドメニュー提案とテイクアウトメニューの提案

新型コロナウイルス対策に欠かせない、タッチフリーのアルコールディスペンサーや洗浄除菌剤等を
提案

小型のドレッシング、ソース、惣菜の提案と、テイクアウト需要や食品ロス軽減にお役立ちできる商品
を紹介

本格焼酎、リキュール等の提案

北海道産チルドポテトや野菜ペースト、漬物、和惣菜、乾燥野菜等、簡単便利な野菜加工品の提案

電動アシスト自転車等



出展社・団体

36 109 タニコー(株)

37 164 デリカフーズ(株)

38 167 (株)トゥーバトレーディング

39 149 東海シープロ(株)

40 150 東海澱粉（株）

41 108 東京サラヤ（株）

42 181 東京電力ホールディングス（株） / 福島県

43 190 東和フードサービス(株)

44 176 （株）ニチレイフーズ

45 175 日清オイリオグループ（株）

46 131 日本水産（株）

47 153 日本製粉（株）

48 163
農林水産省農林水産技術会議事務局
産学連携室

49 193 （株）ノルレェイク・インターナショナル

50 171 （株）はくばく

51 173 ハナマルキ（株）

52 186 （株）万城食品

53 184 （株）ピーズガード

54 152 福島鰹（株）

55 185 (株)藤沢商事

56 151 フジッコ（株）

57 113 （株）フタバ

58 177 （有）舟形マッシュルーム

59 118 米国食肉輸出連合会（USMEF）

60 146 （株）マナ

61 135 （株）マル井

62 168 丸源飲料工業（株）

63 180 マルハニチロ（株）

64 183 丸紅エッグ（株）

65 155 （株）ミートコンパニオン

66 133 （株）みすずコーポレーション

67 134 (有)モリモト有機農産

68 147 モンテ物産（株）

69 140 八基通商（株）

70 174 ヤマサ醤油（株）

71 160 ラッキーコーヒーマシン（株）

72 166 レインボーフレッシュ（株）

澱粉を中心としたアプリケーション提案、畜肉加工品やベジミート等の提案

感染症対策、HACCPサポートシステムの提案

出展内容

「いつでもどこでも大麦・雑穀」をテーマに、オペレーション別に店内炊飯・レトルト・冷凍等様々なシ
チュエーションを想定した商品を提案

食品添加物殺菌料「食添・ピーズガード」と、その噴霧装置(超音波方式)の紹介

削り節・昆布製品、その他関連商品の提案

新たな生活様式に合わせたお店作りの提案

店舗様のオペレーション簡素化・仕上がりの統一を図るカット野菜、加熱野菜の提案や、野菜の機能
性について提案

外食企業の皆様にお役立ちできる商品を提案

農林水産省が推進する『「知」の集積と活用の場』の活動から生み出された農林水産物・食品の紹介
（脳機能改善、腸内フローラ改善、フレイル改善等）

エウロポメッラ社製冷凍モッツァレラやRANA社製冷凍パスタ、6種類の業務用冷凍ラビオリ、冷凍生パ
スタ、冷凍ソース等、イタリアを中心に海外より本物の味をリーズナブルな価格と安心・安全で提案

養殖魚を中心とした魚介加工品提案

福島県産品（牛・豚、米、日本酒、魚介類加工品等）のご提案

トルコ産冷凍セミドライトマトやイチジク、100％ザクロエキスを提案

フライオイル（日清吸油が少ない長持ち油）、風味オイル（素材のオイルシリーズ）、機能性オイル（炊
飯油シリーズ）

相場に左右されずコストメリットとオペレーション、安定供給が可能な「冷凍野菜」や、オペレーションを
簡素化した自然解凍可能なチキン加工品の「自然解凍調理品」を提案

デュラムセモリナ小麦１００％の生パスタと冷凍パスタソース、椿屋珈琲の看板メニュー「椿屋ビーフカ
レー」や素材にこだわったドレッシング、自家焙煎珈琲豆、ケーキ(冷蔵・冷凍)等を提案

和牛（銘柄）及び加熱食肉製品の提案

鶏卵・鶏卵加工品（国産ピータン等）

米国産牛肉及び豚肉の商品情報、販促提案

みそ汁サーバー、塩こうじ・液体塩こうじ、製菓原料（フィアンティーヌ・クレープ）の提案

わさび、たれを中心に製造販売しており、具入りの業務用たれやテイクアウト用の小袋たれ、業務用
のわさび等を提案

水産商品を中心に、「完全油調えびフライ」や「完全養殖本マグロ」等を提案

業務用海鮮乾物

色々な魚介の濃縮だし、野菜だし、だしパック等の提案

モナフィット（果肉入りジュレ）、プレミアムジュース、モナジェル（キラキラゼリー）他

生マッシュルームやマッシュルーム加工品の提案

フジッコ商品の紹介、アレンジ例の提案

生わさび、わさび加工品等

PB・OEMでのドレッシング・たれ・調味料の小瓶・小袋製造について提案

美味しさと熟度にこだわったマンゴーは、店舗内での熟度管理を不要にし、フレッシュならではの食感
と美味しさで付加価値を付けたメニューを提案

水産品（冷凍魚、養殖、加工品）や業務用冷凍食品等の提案

これから来るイタリア料理・食材のトレンド情報と、外食・中食分野への食材・原料を提案

最新マシンによる省人化・省力化を提案

調味料やデザートの基等の新商品を中心に紹介

いなりあげ・うどん用あげ、炙りいなり、餅きつね等の提案

国産冷凍ソテーオニオン各種、国産冷凍加工野菜各種の提案

トッピング用製菓のクラッシュココアビスケット（マレーシア）やシリアルのアジアンスーパーフードグラ
ノーラ（マレーシア）、清涼飲料のジンジャービア（カリフォルニア）を対案



◎特別ブース

出展社・団体 地域 出展内容

1 121 青森県/(株)えすけーず農園 青森 青森県産のもち大麦「つがるもち麦美仁」と「つがるもち麦シリアルSaQvi」の紹介

2 122 青森県/(有)エコ・ネット 青森 国産長期熟成生ハム（原木、ミニブロック、スライスパック他）

3 120 (有)柏崎青果 青森 黒にんにく、切り干し大根、黒ごぼう

4 143 (有)藤岡農産 秋田 秋田県産米等

5 179 出羽弥兵衛(株) 山形 白米、玄米、餅

6 105 (有)川口納豆 宮城 国産大豆を使用した納豆、乾燥納豆、粉末納豆

7 110 (有)アクト農場 茨城 葉物野菜（小松菜、春菊等）

8 106 (株)野菜工房 茨城 完全人工光型植物工場で生産されたレタスの紹介

9 141 三和農林(株) 埼玉 カイワレ大根やブロッコリースプラウト等の発芽野菜

10 104 (株)OPEX 東京 等 全国の産地の採れたて産品を、全国の店舗に翌日にお届け

11 116 長野県 長野 売り手と買い手をつなぐマッチングサイト「しあわせ商談NAGANO」と長野県産食材紹介

12 117 長野県観光機構 長野 長野県産ワイン、日本酒

13 161 (有)仁光園 富山 鶏卵

14 145 ロックファーム京都(株) 京都 糖度18度以上で生のまま食べられるホワイトコーン「京都舞コーン」等の紹介

15 124 こと京都(株) 京都 冷凍京野菜(九条ねぎ、万願寺唐辛子、伏見唐辛子)、生鮮九条ねぎ

16 194 徳島県 / 旭物産(株) 徳島 徳島県で養殖された「すだちぶり」や鮮魚等

17 194 徳島県 / (有)うずしお食品 徳島 冷凍わかめ、塩蔵わかめ、わかめパウダー、わかめ細うどん等の紹介

18 194 徳島県 / (株)野本農園 徳島 カリーノケールを中心に“ちょっと珍しいお野菜”を紹介

19 194 徳島県 / (株)南風ベジタブル 徳島
野菜（きゅうり、ナス、トマト、ブロッコリー、ホウレン草など）、果物（イチゴ、キウイなど）
水産（鰹、太刀魚など）加工品（梅加工品、柚子加工品、水産練り物、乾燥野菜など）

20 158 福岡県/農事組合法人福栄組合 福岡 はかた地どり加工品（高付加価値、ネット販売できる加工品）

21 107 ぐりーん・ねっとわーくジャパン(株) 長崎 等 特別栽培農産物・有機農産物

22 104 (株)みやぎ農園 沖縄 ミネラル分豊富な「塩野菜シリーズ」や一年中出荷可能な冷凍野菜

1 101 （株）信州富士見高原ファーム

2 102 （株）大福食品工業

3 103 わかさ29工房

4 142 全国ジビエフェア

1 I-13 （株）インフォマート

2 I-7 （株）浅草屋フーズ

3 I-10 （株）Ever Food

4 I-4 （株）クインビーガーデン

5 I-2 クニヒロ（株）

6 I-8 （株）シマヤ

7 I-6 すぎもとミート販売（株）

8 I-9 （株）つぼ市製茶本舗

9 I-5 （株）ニシウオマーケティング

10 I-11 （株）ニューオークボ

11 I-3 （株）NOUMANN

12 I-12 ノリット・ジャポン（株）

13 I-1 （株）福寿園

　【インフォマート（JFフーズインフォマート）ブース】

出展社・団体 出展内容

食べるお茶各種（玉露、春摘み煎茶、夏摘み煎茶、秋摘み煎茶）

椿真鯛スライス、椿鰤フィレ、五島ひらめスライス、五島アジフィレ、五島あじ開き、旬あじ開き、旬さ
ば、旬さば〆さば、旬ぶりフィレ、長崎産アジフライ用フィレ、長崎ハーブさば他多数

プチシュークリーム、ラングドシャ、パウンドケーキ等

ジューシーくんハンバーグ、富士山岡村牛

炭火焼あごだし顆粒、調味みそ麦、だしの素等

生鮮の殻付きかき（各産地）、兵庫産超高級冷凍殻付かき

鶏の生ハム、和牛生ハム

冷凍ハタハタ、天然醸造醤油等秋田県食材全般

生パスタや冷凍生パスタ、乾燥パスタ、ソース、オイル

植物工場産ベビーリーフ、発芽にんにく、エディブルフラワーミックス、フリルレタス、グリーンリーフ、美
い玉

オンラインにおける受発注システムや請求書システム等、オンラインBtoBシステム等の提案

利休抹茶あいすくりーむや利休ほうじ茶あいすくりーむ、本格お茶ハイが作れる緑茶ティーバッグ、玄
米茶ティーバッグ、T2抹茶加糖タイプ、R3ほうじ茶粉末加糖タイプ

出展社・団体

アガベシロップ、メープルシュガープレミアムデコレーション、北海道はちみつ、ピュアメープルポーショ
ンタイプ、ミャンマー産ごまはちみつ、アルバータハニー

ジビエ（鹿肉）

ジビエ（鹿肉）を使ったパティ、コロッケ、メンチカツ、焼売

ジビエ（鹿肉）

全国ジビエフェア（2020/11/1～2021/2/28）の紹介
ジビエを使った外食向けメニューの調理実演・レシピ紹介・試食提供

　【全国ジビエフェアブース】

　【県産品・業務用農畜水産物等紹介ブース】



（一社）日本フードサービス協会 （下口） 宛

来場者氏名の事前登録にご協力下さい。

※記入欄が不足している場合はコピーをお取りください。
フリガナ

企業名

ご連絡先 ご担当者名
所属・
お役職

TEL E-mail

ＰＭ

「JFフードサービスバイヤーズ商談会2020」事前登録申込書 

（ Eメールアドレス　tenjikai-jf@jfnet.or.jp　/　FAX　０３－５４０３－１０７０ ）

来場予定時間

ＡＭ

　　　　　　　　合　計　　　　　　　　名　　　　　　

お役職名

○をお付け下さい

住　所　（〒　　　　　－　　　　　　）

必要事項にご記入の上、Eメール又はFAXにてご送信下さい。

ご来場者

ご所属お名前

商談を
希望する
出展社名

＊出展社にお繋ぎします。




