
成田空港活用協議会主催

おいしい千葉と空の商談会
2019春

～ 日本航空関係先企業との「展示・集団商談会」 ～

成田空港の高まるポテンシャルなどを最大限活用して千葉県経済の活性化を図るため、官民が結集し設立された「成田空港
活用協議会」では、成田空港を活用した新しいビジネス創出を狙い、県内の【企業・商店・生産者】のみなさまと【日本航空
関係先企業】を結ぶ【食品】に関する展示・集団商談会を開催します。
みなさまの積極的な参加申し込みをお待ちしています！！

平成31年

3月19日(火)

10:00～16:30（2部制）

場所：ホテル日航成田
出展料

無料

○バイヤー企業のみなさま（予定）

① 株式会社 JALUX

② ロイヤル空港高速フードサービス株式会社

③ ジャルロイヤルケータリング株式会社

④ JAL生活協同組合

⑤ 日本エアポートデリカ 株式会社

⑥ 株式会社 ティエフケー

⑦ ホテル日航成田

⑧ 株式会社 JALUXエアポート

【お問い合わせ先】 おいしい千葉と空の商談会 2019春 事務局（有限会社永瀬事務所）
TEL:03-6256-9494（平日9時～12時、13時～17時、土日祝休） FAX:03-6256-9495
電子メール:chiba@buyersguide.jp

・ 全バイヤーと全出展者が参加。（出展者は事務局
が指定する「午前」「午後」のいずれかに参加）

・ 事務局が用意した展示ブースに、各出展者が商品
の展示・試食提供を通じて、バイヤーとフリー
商談を行います。時間は概ね2時間程度です。

・ バイヤーが事前指名した出展者のみが参加可能。
（バイヤー指名をもとに事務局が時間割を作成）

・ 上記商談時間割に従って、出展者がバイヤーの
商談テーブルを訪問し直接商談を行います。

・ 個別商談の各商談時間は20分です。

展示商談会（※フリー商談） 個別商談（※完全予約制の商談）

・対象 千葉県に事業所等をもつ企業、商店、生産者様

・商談品目 食品関連（詳しくは別添バイヤー企業リストを確認してください）

・定員 50社（定員を超過した場合は、一部申込者の参加をお断りすることがあります）

・申込締切 平成31年1月21日（月）午後5時

◎注意事項◎ 裏面や成田空港活用協議会ホームページ（https://www.nrt-promo.jp/2019s-shodan）をよくご覧いただい
た上で、申し込み下さい。なお、収集した個人情報は、本商談会に関する業務以外には使用しません。

詳細はこちら↓

後援・協力
成田商工会議所、佐原商工会議所、酒々井町商工会、富里市商工会、
栄町商工会、神崎町商工会、成田市東商工会、多古町商工会、
芝山町商工会、山武市商工会、横芝光町商工会、香取市商工会
千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行



当日は、事務局が連絡した受付開始時間までに、会場までお越し下さい。

展示商談会は、自ら売り込む場です。また成約を得られなかったとしても何らかの

気づきを得る場となるよう、充分準備してお越し下さい。

「出展者等参加者説明会」に参加して下さい。

商談会参加に際しての諸注意事項の伝達や、商談成立に向けた研修等を行います。

（2月21日（木）午後2時30分～午後4時30分 成田商工会議所）

別添「参加申込書」を提出して下さい。（1月21日（月）午後5時締め切りです）

必要事項を御記入の上、下記までFAXないし電子メールで送付して下さい。

FAX:03-6256-9495 電子メール:chiba@buyersguide.jp

おいしい千葉と空の商談会2019春 参加申し込みに当たっての注意点

１ 参加申し込みから当日までの流れ

申し込み内容を確認した上で、2月12日（火）までに、成田空港活用協議会から商談会
への参加可否や個別商談設定の有無等を連絡致します。

商談会に参加するための準備をお願いします。
・ 期日までに、「FCP展示会・商談会シート」を作成して
事務局に提出してください。

・ 商品サンプルの提供の有無、電子レンジ等の簡易調理機器
の使用の有無等を事務局まで連絡してください。
（連絡方法等は、出展者説明会の際に説明します。）

２ 当日の行程（予定）

商談時間 展示商談会 個別商談

午
前
の
部

10:00-

10:25- （午前の部 準備開始）

10:50-

11:15-

11:40-13:30（昼食時間含）

午
後
の
部

13:30- （午前の部 撤去）

13:55- （午後の部 準備開始）

14:20-

14:45-

14:45-16:30

受付は、各商談開始時間（準備開始時間）の15分前に開始します。

当日は、展示商談会と個別商談を併用します。

記載方法などは事務局

が添削・アドバイスを

しますのでご安心を！

※ 個別商談は、事前にバイヤーが指名した出展者のみが参加可能です。展示商談・個別商談のタイムスケジュールは事務局が設定します。



申し込み締切:平成 31 年 1 月 21 日（月）17:00 まで （事務局:有限会社永瀬事務所 FAX:03-6256-9495 電子メール:chiba@buyersguide.jp） 
（FAX で送付した場合は、必ず電話にて受信確認をお願いします。（TEL 03-6256-9494（平日 9 時～12 時、13 時～17 時、土日祝休））電子メールで送付した場合は、事務局から受信確認をお待ち下さい。） 

成田空港活用協議会 【3 月 19 日（火）ホテル日航成田】開催 

日本航空関係先企業との『おいしい千葉と空の商談会 2019 春』 参加申込書 

●申込企業情報 
企業名（※農林漁業者の場合は氏名）  例）千葉 太郎 

担当者（参加者）の氏名    千葉 太郎 

電話番号          固定電話:             携帯電話: 043-000-0000・090-0001-0002 

電子メールアドレス      ooo@chiba.jp 

ホームページ（商品情報の掲載がある場合のみ）  http://www.nrt-promo.jp 

主な取扱い商品（商談希望商品）  例）お土産品（商品名） 

商品 PR 
 

 

 

●面談先バイヤーについて（※参加バイヤーの情報は別紙をご参照ください） 
今回の商談会では、バイヤーからの面談希望により時間割を組ませていただきますが、参考までに以下面談希望を記載してください。 
特に面談をしたい企業に優先順位をつけて「１」「２」「３」の算用数字を、既に取引があるなどの理由から面談を希望しない企業に「×」をご記入ください。 

社名 
面談希望 

優先順位 

面談に際しての要望 

コメントなど 
社名 

面談希望 

優先順位 

面談に際しての要望 

コメントなど 

① （株）JALUX①（ギフト通信販売）   ⑥ JAL 生活協同組合②（食堂）   

② （株）JALUX②（ギフト卸）   ⑦ 日本エアポートデリカ（株）   

③ ロイヤル空港高速フードサービス（株）   ⑧ （株）ティエフケー   

④ ジャルロイヤルケータリング（株）   ⑨ ホテル日航成田   

⑤ JAL 生活協同組合①（売店）   ⑩ （株）JALUX エアポート   

※本申込書に記載の内容は、本事業の主催者である成田空港活用協議会と本事業の実施を委託している有限会社永瀬事務所が共有し、バイヤー各社に提供します。バイヤーとの個別商談先の調整などに必要ですので、漏れなくご記入をお願いいたします。 

※申し込み内容を確認した上で、成田空港活用協議会から、2 月 12 日までに集団商談会への参加可否や個別商談設定の有無等を連絡致します。（期日を過ぎて連絡がない場合は、恐れ入りますが、事務局までお問い合わせ頂きますようお願いします。）



 

『おいしい千葉と空の商談会 2019 春』バイヤー企業リスト 

 

社名・業態 企業情報 商品希望カテゴリ 具体的な希望商品/その他 

① 
（株）JALUX① 

 （ギフト通信販売） 

日本航空の通信販売の運営及び管理 

EC サイト「JAL ショッピング」を始め機内通販誌・ダイレクトメ

ール通販誌（雑貨・食品・ワイン他）の企画・運営 

青果、畜産加工品、水産加工品、

冷凍惣菜、菓子（和洋）他 

・産直対応が可能な商品のご提案を希望しております。 

・地産地消をアピールすることが出来る食材を希望しております。 

・生産者、製造者様のこだわり、ｽﾄｰﾘｰ性のある商品を希望しております。 

② 
（株）JALUX② 

 （ギフト卸） 

百貨店様向け産直食品ギフト商品の卸売り及び一部ベンダー業務

を受託しています。 

青果、畜産、水産、惣菜、 

グローサリー、スイーツ・菓子、 

冷凍食品 

・産地直送可能な（送料は全国一律となります。）ギフト対応商品・自家 

需要用商品。 

・銘店の味（スイーツ含む）、希少で美味しい素材。 

・体に優しく美味しい食品 

③ 

ロイヤル空港高速フード

サービス（株） 

 （ラウンジ食材） 

・ロイヤル空港高速フードサービス（株）：日本航空の国際線ラウ

ンジ施設（成田、羽田）の運営及び管理の受託会社 

・ロイヤル（株）：ロイヤルグループの全社の外食インフラ機能 

（製造、購買、物流）会社 

その他（カテゴリーに関して

は、特に無く、右記の希望条件

にあう食材を希望） 

・地産地消の観点から千葉県産である事 

・SDGs の観点から、SDGs に貢献している食材の提案を希望 

・食材にメッセージ性や拘りがあり、他社の同様な食材との差別化が感じ

られる食材 

※取引条件や商流に関する詳細に関しては、現地商談時に説明させて頂き

ます。食材に関しては、規格書の提出が必須となります。 

④ 
ジャルロイヤルケータリ

ング（株） （機内食） 

成田国際空港（成田空港）および東京国際空港（羽田空港）におい

て機内食を調製。モットーは「安全で高品質な機内食」。 

青果、畜産、水産、惣菜、日配、 

グローサリー、スイーツ・菓子、

冷凍食品、酒 

・地産地消をアピールすることが出来る食材を希望しております。 

・皆様の食材に対する熱い思いやこだわりを直接伺えることを楽しみに 

しております。 

⑤ 
JAL 生活協同組合① 

 （売店） 
JAL グループ内の福利厚生担当企業（主に売店・通信販売） 

グローサリー、スイーツ・菓子、

酒、その他（通信販売（産直方

式）可能な商品） 

・具体的な希望商品は、とくにありません。 

・売店での販売商品については、常温品に限らせていただきます。（通販 

商品については、この限りではありません。） 

⑥ 
JAL 生活協同組合② 

（食堂） 
成田・羽田で JAL グループ従業員向けの社員食堂を運営 

青果、畜産、水産、日配、 

冷凍食品 

・手頃な価格で仕入れることができるもの。 

・成田・羽田共通で使用できるもの。 

・規格にあまりばらつきのないもの。 

⑦ 
日本エアポートデリカ

（株） （弁当） 

①弁当、おにぎり、サンドイッチの製造卸、土産菓子の卸（羽田空

港、成田空港、高速道路、駅、百貨店などの売店への卸販売） 

②機内食（冷凍、冷蔵、常温）の製造卸 

畜産、水産、惣菜、日配、 

スイーツ・菓子、冷凍食品 

・弁当、サンドイッチ、惣菜、機内食向けの食材、原材料 

・加熱加工済食材 

・調味料、たれ類 

⑧ 
（株）ティエフケー 

 （機内食） 
機内食製造業、レストラン店舗展開、等 

青果、水産、惣菜、 

スイーツ・菓子、冷凍食品 
− 

⑨ 
ホテル日航成田 

 （レストラン） 

ホテル日航成田料理人が旬の食材を活かし、季節ごとの味覚をお楽

しみいただけます。コースからアラカルトまでお楽しみください。 

・レストラン セリーナ：ご朝食からディナーまで味覚や視覚、香

りや音までも演出するオープンキッチンが印象的なレストラン。 

・中国料理 桃李：本格的な広東料理をくつろいだ雰囲気の中で。 

青果、畜産、水産、惣菜、日配、

グローサリー、スイーツ・菓子、

冷凍食品、酒 

・他社さまからくらべますと購入量も多くないと思いますが、宜しくお願

い致します。 

・安定供給、安価なものをご紹介いただければと思います。 

⑩ 
（株）JALUX エアポート 

 （空港売店） 

全国 27 空港 75 店舗（2018 年 7 月末現在）で「BLUE SKY（ブル

ースカイ）」を展開。オリジナル商品の開発、銘菓やご当地名産品、

空港関連グッズなどのお土産販売、空港内の軽食・レストランの運

営等を通じ、快適な空の旅をサポート。 

日配、スイーツ・菓子 

・成田空港内 2ＴＢ国際線出国審査後の制限エリアに 7 店舗、一般エリア

に 2 店舗、2ＴＢ国内線に 1 店舗、3ＴＢ国内線に 1 店舗を展開中。 

・インバウンド旅客と国内線利用日本人旅客に向けた千葉県をアピールで

きる美味しい菓子。（現在は北海道・東京商材を多く取り扱い） 

別紙 


