
■バイヤー登録企業リスト

番号 カテゴリー 店名 郵便番号 都道府県 住所

1 高級スーパー 株式会社紀ノ國屋 162-0842 東京都 新宿区市谷砂土原町3-5　偕成ビル3F

2 高級スーパー 株式会社三越伊勢丹フードサービス 104-8570 東京都 中央区豊海町3-16

3 地域密着スーパー 株式会社サカガミ 170-0003 東京都 豊島区駒込6-26-16

4 高級スーパー 株式会社三浦屋 167-0054 東京都 杉並区松庵2-22-7　栄松ビル

5 高級スーパー ナショナル物産株式会社 106-0047 東京都 港区南麻布4-5-2

6 地域密着スーパー 株式会社エヌ・マート 116-0013 東京都 荒川区西日暮里6-4-1

7 地域密着スーパー 株式会社よしや 173-0016 東京都 板橋区中板橋16-10

8 地域密着スーパー 有限会社ナニワヤ 106-0045 東京都 港区麻布十番3-9-5

9 地域密着スーパー 株式会社京成ストア（リブレ京成） 125-8514 東京都 葛飾区高砂8-29-5

10 地域密着スーパー 株式会社トップ 156-0043 東京都 世田谷区松原5-8-16

11 地域密着スーパー 株式会社スーパーアルプス 192-0011 東京都 八王子市滝山町2-351

12 地域密着スーパー 株式会社自然館 196-0034 東京都 昭島市玉川町1-3-1

13 地域密着スーパー 株式会社アブアブ赤札堂 110-8541 東京都 台東区上野4-8-4アブアブ上野店8F

14 地域密着スーパー 日東燃料工業株式会社（ベニ―スーパー） 121-0053 東京都 足立区佐野2-27-10

15 地域密着スーパー 株式会社丸正フーズ 161-0033 東京都 新宿区下落合4-21-18

16 地域密着スーパー 株式会社スーパーヤマザキ 183-8707 東京都 府中市寿町1-6-3

17 チェーンストア 株式会社オオゼキ 155-0031 東京都 世田谷区北沢2-9-5

18 高級スーパー 株式会社エース 135-0047 東京都 江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング1F・3F

19 地域密着スーパー 株式会社オザム 198-8588 東京都 青梅市友田町5-350

20 高級スーパー 株式会社明治屋 104-0031 東京都 中央区京橋2-2-8

21 地域密着スーパー 株式会社吉池 110-8522 東京都 台東区上野3-27-12

22 地域密着スーパー 戸山商事株式会社 203-0014 東京都 東久留米市東本町14-21 2F

23 高級スーパー 株式会社アデガワ（エスカマーレ） 175-0005 東京都 練馬区旭丘1-68-20

24 高級スーパー 株式会社アドバンスクリヤマ（シミズヤ） 157-0062 東京都 世田谷区南烏山5-14-3

25 地域密着スーパー 株式会社ダイマス 111-0032 東京都 台東区浅草4-23-8

26 高級スーパー 株式会社シェルガーデン 102-0084 東京都 千代田区二番町5-25二番町センタービル7F

27 チェーンストア 株式会社京急ストア 108-0074 東京都 港区高輪2-21-28　京急第3ビル

28 チェーンストア 株式会社サンべルクス（スーパーべルクス） 121-0051 東京都 足立区花畑4-11-14 

29 チェーンストア 株式会社九州屋 192-0351 東京都 八王子市越野24-1

30 地域密着スーパー 株式会社丸正小室 160-0023 東京都 新宿区西新宿7-7-19

31 チェーンストア 株式会社ライフコーポレーション（ライフ） 110-0016 東京都 台東区台東1-2-16

32 地域密着スーパー 株式会社ヤマイチ 132-0024 東京都 江戸川区一之江4-14-14

33 地域密着スーパー 株式会社松江中村屋 132-0025 東京都 江戸川区松江3-13-6



番号 カテゴリー 店名 郵便番号 都道府県 住所

34 地域密着スーパー カドヤ食品株式会社(カドヤ） 143-0023 東京都 大田区山王3-1-5

35 チェーンストア 株式会社京王ストア 206-8522 東京都 多摩市関戸1-7-4

36 地域密着スーパー 株式会社ココスナカムラ 123-0851 東京都 足立区梅田7-34-12

37 地域密着スーパー 株式会社三徳 169-8550 東京都 新宿区大久保2-1-14

38 地域密着スーパー 株式会社島田屋 111-0021 東京都 台東区日本堤2-1-2

39 地域密着スーパー 株式会社保土田 132-0033 東京都 江戸川区東小松川2-26-12

40 地域密着スーパー 株式会社マルフジ 190-1222 東京都 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原8-7

41 地域密着スーパー 株式会社スーパーいずみ 156-0043 東京都 世田谷区松原5-8-16

42 地域密着スーパー 丸正チェーン商事株式会社 160-0018 東京都 新宿区須賀町4

43 高級スーパー 株式会社信濃屋食品 155-0033 東京都 世田谷区代田1-34-13

44 地域密着スーパー 司商事株式会社 143-0015 東京都 大田区大森西3-30-8

45 チェーンストア 株式会社花正 105-0004 東京都 港区新橋1-6-6

46 チェーンストア 株式会社東武ストア 174-0075 東京都 板橋区上板橋3-1-1

47 輸入専門小売店
日進畜産工業株式会社（日進ワールドデリカ
デッセン）

106-0044 東京都 港区東麻布2-34-2

48 ディスカウントストア株式会社ビッグ・エー 173-0045 東京都 板橋区大山東町25-13

49 ディスカウントストア北辰商事株式会社 180-0004 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-8-6

50 赤ちゃん専門店 株式会社赤ちゃん本舗 541-0054 大阪府 大阪市中央区南本町3-3-21　本社ビル7Ｆ

51 地域物産店 まるごと北海道雷門物産本舗 111-0034 東京都 台東区雷門2-12-10北陸銀行ビル1Ｆ

52 地域物産店 株式会社サザビーリーグ 104-0061 東京都 中央区銀座2-3-6銀座並木通りビル10階

53 地域物産店 北海道フードフロンティア株式会社 104-0028 東京都 中央区八重洲2-2-1ダイヤ八重洲口ビル1Ｆ

54 地域物産店 株式会社ジェイアール東日本商事 151-0053 東京都 渋谷区代々木二丁目2番2号ＪＲ東日本本社ビル11Ｆ

55 花ギフト関連 株式会社日比谷花壇 106-8587 東京都 港区南麻布1-6-30

56 文具雑貨店 株式会社伊東屋 104-0061 東京都 中央区銀座1-7-10銀座富士ビル4階

57 珈琲雑貨専門店 ジュピターコーヒー株式会社 121-0836 東京都 足立区入谷7-16-1

58 珈琲雑貨専門店 株式会社キャメル珈琲 155-0033 東京都 世田谷区代田5-12-4

59 健康食品専門店 株式会社ナチュラルハウス 107-0061 東京都 港区北青山3-6-18

60 健康食品専門店 エフアンドエフシステム株式会社 150-8567 東京都 渋谷区猿楽町10番11号　1Ｆ

61 地域密着スーパー 株式会社スズキヤ 249-0006 神奈川県 逗子市逗子6-5-3

62 高級スーパー 小田急商事株式会社(ＯｄａｋｙｕＯＸ） 215-0004 神奈川県 川崎市麻生区万福寺3-1-2

63 高級スーパー 株式会社成城石井 220-0004 神奈川県 横浜市西区北幸2-9-30横浜西口加藤ビル5Ｆ

64 チェーンストア 株式会社 三和 228-0828 神奈川県
相模原市南区麻溝台3-4-11【連絡担当】東京都町田市金
森4-1-2

65 地域密着スーパー
株式会社ローヤルよつや（ＲＯＹＡＬ　ＹＯＴＳＵＹ
Ａ）

223-0057 神奈川県 横浜市港北区新羽町1687

66 高級スーパー 株式会社大寿 211-0035 神奈川県 川崎市中原区井田杉山町31-18

67 地域密着スーパー 株式会社まるき 230-0001 神奈川県 横浜市鶴見区矢向4-8-9



番号 カテゴリー 店名 郵便番号 都道府県 住所

68 チェーンストア 富士シティオ株式会社 231-8506 神奈川県 横浜市中区日本大通17

69 地域密着スーパー 株式会社たまや 253-0021 神奈川県 茅ヶ崎市浜竹1-6-38

70 地域密着スーパー ヤオマサ株式会社 256-0813 神奈川県 小田原市前川183-13

71 地域密着スーパー 株式会社やまか 251-0052 神奈川県 藤沢市藤沢2-2-28

72 地域密着スーパー 百合ケ丘産業株式会社 215-0011 神奈川県 川崎市麻生区百合丘1-1

73 地域密着スーパー 株式会社横濱屋 232-0016 神奈川県 横浜市南区宮元町4-93

74 地域密着スーパー 株式会社アイコス 245-0009 神奈川県 横浜市泉区新橋町1212

75 地域密着スーパー 有限会社國基 252-0202 神奈川県 相模原市中央区渕野辺本町4-28-2

76 地域密着スーパー
株式会社エフ・クライミング
（ヒルマ　マーケットプレイス）

210-0848 神奈川県 川崎市川崎区今日町1-17-3

77 地域密着スーパー 株式会社五光 210-0837 神奈川県 川崎市川崎区渡田1-1-4

78 地域密着スーパー 株式会社マミーマート 331-0812 埼玉県 さいたま市北区宮原町2-44-1

79 地域密着スーパー 株式会社マルサンシステム 338-0833 埼玉県 さいたま市桜区桜田3-3-1

80 チェーンストア 株式会社ヤオコー 350-1123 埼玉県 川越市脇田本町1番地5

81 地域密着スーパー 株式会社与野フードセンター 338-8567 埼玉県 さいたま市中央区下落合1027

82 高級スーパー 株式会社石原（フードマーケット　エコ・ピア） 274-0077 千葉県 船橋市薬円台5-2-5

83 高級スーパー 株式会社京北スーパー 277-0823 千葉県 千葉県柏市布施新町一丁目4番4号

84 地域密着スーパー 株式会社高橋商店（Ｔ・マート） 290-0225 千葉県 市原市牛久1058-3

85 地域密着スーパー 株式会社トウズ 285-0005 千葉県 佐倉市宮前3-6-11

86 チェーンストア 株式会社おどや 294-0045 千葉県 館山市北条2617

87 チェーンストア 株式会社カワグチ 260-0025 千葉県 千葉市中央区問屋町3-5

88 チェーンストア 株式会社ナリタヤ 270-1516 千葉県 印旛郡栄町安食2170-1

89 地域密着スーパー 株式会社ハローマート 270-0023 千葉県 松戸市矢ケ崎2-8-1

90 チェーンストア 株式会社ランドロームジャパン 274-0812 千葉県 船橋市三咲5-9-7

91 地域密着スーパー 株式会社ハヤシ 297-0026 千葉県 茂原市茂原1298

92 地域密着スーパー 株式会社セレクション 272-0132 千葉県 市川市湊新田1-6-8

93 チェーンストア
株式会社タカヨシ
（わくわく広場）

261-8501 千葉県
千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンＤ棟15Ｆ

94 チェーンストア イオンリテール株式会社 261-0023 千葉県 千葉市美浜区中瀬1-4

95 コンビニ 株式会社ＪＲ東日本リテールネット 163-0929 東京都 新宿区西新宿2-3-1　新宿モノリス29階

96 高級食材専門店 株式会社ディーンアンドデルーカジャパン 150-0001 東京都 渋谷区神宮前2-4-11Daiwa神宮前ビル4階

97 ギフト 株式会社JALUX 108-8209 東京都 港区港南1-2-70　品川シーズンテラス

98 ギフト シャディ株式会社 105-0004 東京都 港区新橋6-1-11Ｄaiwa御成門ビル

99 ギフト ＡＮＡフーズ株式会社 107-0052 東京都 港区赤坂6-1-20国際新赤坂ビル西館3階

100 ギフト 株式会社オージーフーズ 151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷5-32-7　NOF南新宿ビル2階

101 ギフト 株式会社サニーフーズ 136-0071 東京都 江東区亀戸2-28-2



番号 カテゴリー 店名 郵便番号 都道府県 住所

102 食品商社 三菱食品株式会社 143-6556 東京都 大田区平和島6-1-1東京流通センター

103 食品商社 株式会社ナックスナカムラ 105-0014 東京都 港区芝2-3-3芝2丁目大門ビル3階

104 食品商社 株式会社ミナト商会 106-0045 東京都 港区麻布十番1-5-30十番薫友ビル

105 赤ちゃん専門商社 株式会社ベルニコ 340-0003 東京都 品川区北品川1-10-4　Y.Bビル5Ｆ

106 お菓子専門商社 株式会社高山 111-8588 東京都 台東区西浅草3-24-6

107 食材専門商社 株式会社久世 170-0013 東京都 豊島区東池袋2-29-7

108 食品商社 株式会社琉球フロント 107-0052 東京都 港区赤坂1-5-2外堀通ビル4階

109 食品商社 萩原食品株式会社 121-0054 東京都 足立区辰沼2-1-9

110
生協関連食品卸
業者

株式会社クリケット 170-0005 東京都 豊島区南大塚2-35-8ＮＹビル401

111 食品商社 株式会社パーソナルコンタクト 104-0004 東京都
港区新橋1丁目18-12　新橋1丁目ビル8Ｆ（ベストアメニティ
（株）内）

112 水産専門商社 株式会社エスアンドアイ 104-0045 東京都 中央区築地6-8-9　東削ビル５階

113 水産専門商社 オーシャンプラン株式会社 104-0045 東京都 中央区築地6-4-5シティスクエア築地

114 水産専門商社 中外食品株式会社 104-0045 東京都 中央区築地3-13-5

115 冷凍専門商社 株式会社日本アクセス 141-8582 東京都 品川区大崎1-2-2　アートヴィレッジ大崎セントラルタワー

116 食材専門商社 株式会社鈴喜 132-0001 東京都 江戸川区新堀1-14-16

117 食材専門商社 株式会社海生 350-1122 埼玉県 川越市脇田町33‐8　サンフラワービル304号

118 健康食品卸問屋 株式会社創健社 221-0865 神奈川県 横浜市神奈川区片倉2-37-8 SKビル

119 ネイル関連商社 ネイルパートナー株式会社 150-0013 東京都 渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー15階

120 ネイル関連商社 株式会社ネイルラボ 174-0041 東京都 板橋区船渡1-9-18

121
ホテルアメニティ卸
業者

株式会社東京マツシマ 183-0053 東京都 府中市天神町1-23-1

122 オーガニック専門商社JOCA日本オーガニックコスメ 192-0362 東京都 八王子市松木35-16

123
生協関連雑貨卸
業者

有限会社ティープランニング 338-0823 埼玉県 さいたま市桜区栄和3-22-22

124 生協 東都生活協同組合 156-0055 東京都 世田谷区船橋5-28-6吉崎ビル3階

125 食品通販 株式会社ジーエーピー 141-0022 東京都 品川区東五反田5-25-19東京デザインセンター5Ｆ

126 女性下着専門通販 株式会社ファンジェリー 150-0013 東京都 渋谷区恵比寿1-24-4ＡＳＫビル８階

127 百貨店 株式会社東急百貨店 150-8019 東京都 渋谷区道玄坂2丁目24番1号

128 百貨店 株式会社三越伊勢丹 160-0022 東京都 新宿区新宿5-17-18　Ｈ＆Ｉビル4階

129 百貨店 株式会社高島屋 103-0025 東京都 中央区日本橋茅場町2-12-7高栄茅場町ビル6階

130 百貨店 株式会社阪急阪神百貨店 530-0017 大阪府 大阪市北区角田町8-47　阪急グランドビル15階

131 百貨店 株式会社丸広百貨店 350-8511 埼玉県 川越市新富町2丁目6番地1

132 百貨店 株式会社小田原百貨店 250-0011 神奈川県 小田原市栄町2-7-8

133 百貨店 株式会社八木橋 360-0047 埼玉県 熊谷市仲町74番地

134 百貨店 株式会社さいか屋 210-0024 神奈川県 川崎市川崎区日進町１番地

135 ディスカウントストアアコレ 株式会社 261-8515 千葉県 千葉市美浜区中瀬1-5-1



番号 カテゴリー 店名 郵便番号 都道府県 住所

136 チェーンストア 株式会社いなげや 190-8517  東京都 立川市栄町六丁目１番地の１

137 チェーンストア 株式会社エイヴイ 238-0013 神奈川県 横須賀市平成町　1-5-1

138 地域密着スーパー 株式会社エコス 195-0022 東京都 中神町1160-1

139 チェーンストア オーケー株式会社 220-8755 神奈川県 横浜市西区みなとみらい6-3-6

140 チェーンストア 株式会社 Olympicグループ 185-0012 東京都 国分寺市本町4-12-1

141 地域密着スーパー 株式会社尾張屋 292-0832 千葉県 木更津市新田3-2-30

142 地域密着スーパー 株式会社アバンセ　 166-0002 東京都 杉並区高円寺北2-19-6-4F

143 チェーンストア 株式会社ギガ物産 141-0021 東京都 品川区上大崎2-10-34-3-606

144 チェーンストア 株式会社京成ストア 125-0054 東京都 葛飾区高砂8-29-5

145 チェーンストア 株式会社コモディイイダ 114-8501  東京都 北区滝野川7丁目27番7号

146 地域密着スーパー 株式会社さえきセルバホールディングス 186-0005 東京都 国立市西一丁目11番地の6

147 チェーンストア サミット株式会社 168-8686 東京都 杉並区永福3-57-14

148 チェーンストア 株式会社 三徳 169-0072 東京都 新宿区大久保2-1-1

149 チェーンストア 三平ストア 浅草店 111-0035 東京都 台東区西浅草2-14-16

150 チェーンストア 株式会社サンベルクス 121-0061 東京都 足立区花畑4-11-14 

151 チェーンストア 株式会社三和 277-0871 千葉県 柏市若柴69-1 柏市公設卸売市場内

152 チェーンストア 相鉄ローゼン株式会社 220-0004 神奈川県 横浜市西区北幸二丁目9番14号

153 地域密着スーパー ガーデンズマルシェ 八王子本店 192-0362 東京都 八王子市松木15-6

154 チェーンストア 株式会社東急ストア 153-8577 東京都 目黒区上目黒1丁目21番12号

155 地域密着スーパー 株式会社トップマート 260-0801 千葉県 千葉市中央区仁戸名町560

156 百貨店 株式会社 大丸松坂屋百貨店 135-0042 東京都 江東区木場二丁目18番11号

157 ドラッグストア 株式会社大島薬局 251-0052 神奈川県 藤沢市藤沢520

158 ドラッグストア 株式会社 トモズ 113-0024 東京都 文京区西片1丁目15番15号　KDX春日ビル 3F

159 ドラッグストア 株式会社柏葉薬局 231-0866 神奈川県 横浜市中区柏葉33　オークビル201

160 ドラッグストア 株式会社マツモトキヨシ 270-8501 千葉県 松戸市新松戸東9番地1

161 ドラッグストア 株式会社ヤスイ 272-0133 千葉県 市川市行徳駅前1丁目13番9号

162 ドラッグストア 株式会社セキ薬品 345-0801 埼玉県 南埼玉郡宮代町百間4-2-22

163 ドラッグストア 株式会社とをしや薬局 399-8301 長野県 安曇野市穂高有明10022 

164 ドラッグストア 株式会社 宮本薬局 175-0094 東京都 板橋区成増2-17-13 成増富士ビル3F

165 ドラッグストア 山田薬品株式会社 167-0042 東京都 杉並区西荻北3-19-3ベルフォート西荻駅前

166 ドラッグストア 株式会社灰吹屋薬局 213-0001 神奈川県 川崎市高津区溝口3-14-19

167 ドラッグストア 株式会社富士薬品(セイムス） 330-0854  埼玉県 さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

168 ドラッグストア 株式会社くすりの福太郎 273-0107 千葉県 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-8-17 新鎌ヶ谷Fタワー8階

169 ドラッグストア 株式会社千葉薬品 260-0025 千葉県 千葉市中央区問屋町1-35　ポートサイドタワー28階



番号 カテゴリー 店名 郵便番号 都道府県 住所

170 ドラッグストア 株式会社一本堂 110-0005 東京都 台東区上野3丁目23番6号 三菱UFJ信託銀行上野ビル6F

171 ドラッグストア ウエルシア薬局株式会社 101-0021 東京都 千代田区外神田2-2-15 

172 ドラッグストア 株式会社フタバ薬局 152-0001 東京都 目黒区中央町2-8-15 西村ビル

173 ドラッグストア 株式会社クリエイトＳＤホールディングス 225-0014 神奈川県 浜市青葉区荏田西二丁目3番地2

174 ドラッグストア 株式会社ココカラファイン ヘルスケア 222-0033 神奈川県 横浜市港北区新横浜3-17-6イノテックビル

175 ドラッグストア ユニバーサルドラッグ株式会社 114-0015 東京都 北区中里1-3-1

176 ドラッグストア 株式会社龍生堂本店 169-0073　 東京都 新宿区百人町1-15-18

177 ドラッグストア ミネ医薬品株式会社 151-0072  東京都 渋谷区幡ヶ谷3丁目76番地1号

178 ドラッグストア 株式会社スマイルドラッグ 105-0014 東京都 港区芝浦3丁目16番4号

179 チェーンストア 株式会社ベルク　 350-2211 埼玉県 鶴ヶ島市脚折１６４６番

180 チェーンストア 株式会社マルエツ 170-8401 東京都 豊島区東池袋5-51-12

181 地域密着スーパー 株式会社丸武 355-0064 埼玉県 東松山市毛塚1039-5

182 地域密着スーパー 株式会社マルヤ 344-8566 埼玉県 春日部市小渕243

183 地域密着スーパー 株式会社文化堂 142-0043 東京都 品川区二葉4-2-14 

184 地域密着スーパー 株式会社ワイズマート 279-0001 千葉県 浦安市当代島1丁目2番25号


