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【PRESS RELEASE】成田空港活用協議会 
令和３年３月４日 

 

成田空港活用協議会では、成田空港を活用した千葉県経済の活性化を目指し、成田空港を

活用した新しいビジネス創出を促進する事業に取り組んでいます。 

この度、当協議会において、県内に事業所をもつ企業等を出展者とする【食品に関する個

別商談会】を下記のとおり開催します。一昨年７月に続いての３回目となる今回は【航空・

空港関連企業】をバイヤーとしてお迎えします。 

なお、開催に当たりましては、皆様の安全・安心を第一に考え、国・自治体が定めるガイ

ドラインに従い、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底いたします。 

当協議会では、今後も、こうした航空・空港関連事業者と県内事業者のビジネスマッチン

グを通じ、成田空港を起点とした新しいビジネス（取引）の実現を図ってまいります。 

記 

１ 主催 

成田空港活用協議会 

（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、 

成田市東商工会、山武市商工会、横芝光町商工会、芝山町商工会、神崎町商工会、 

香取市商工会、多古町商工会、千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、 

成田地区ホテル業協会、日本航空株式会社、全日本空輸株式会社 

２ 開催日時・進行 

令和３年３月９日（火）１０時００分～１６時００分（予定） 

【午 前】 10時 00分～  個別商談開始（1コマ 20分、10分休憩） 

                 ※会場内の別部屋にて、各出展者の商品を展示します。 

        12時 00分～   お昼休憩 

【午 後】 13時 00分～  個別商談再開（1コマ 20分、10分休憩） 

       16時 00分  閉会（予定） 

   

※今回は関係者を招待したセレモニー等は実施しません。 

 

３ 場所 

ホテル日航成田（千葉県成田市取香 500） 

４ 参加者 

 ・バイヤー  航空・空港関連企業（別紙１） 

 ・出展者   千葉県内に事業所等をもつ企業、商店、生産者（別紙２） 

５ 取材について 

  取材にお越しいただける場合は、２枚目をご覧下さい。 

～航空・空港関連企業との個別商談会 ～ 

おいしい千葉と空の商談会 2021春の開催について 

同時記者発表：千葉県政記者クラブ、千葉民間放送テレビ記者クラブ、千葉県経済記者会、 

成田空港記者会、成田空港民放クラブ、ＮＡＡ記者会 
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【PRESS RELEASE】成田空港活用協議会 
【取材について】本商談会は記者公開にて行いますが、以下事項に留意願います。 

１ 受付について 

 取材を希望される場合は、９時４５分から１5 時００分までの間に、商談会場前で受付をしてい

ただくとともに、会場では、必ず腕章の着用をお願いします。 

２ 取材時のお願い 

取材に際しては、バイヤーと出展者の商談を妨げることのないよう留意願います。 

３ 会場について 

ホテル日航成田（千葉県成田市取香 500） 

 ・商談会場 宴会棟１F鶴の間 

 ・展示会場 宴会棟１F大空の間（展示商談は行いません。） 

【電車でお越しの場合】 

成田空港駅（第１ターミナル）、空港第２ビル駅（第２ターミナル）両駅、または成田駅（東口）

からホテル行きのバスをご利用いただけます。 

【お車でお越しの場合】 

ホテル内の第一駐車場をご利用ください。 

 ※無料手続きを行いますので、駐車券を受付までお持ちください。 

             ↓  

    会場アクセス（詳細）は別紙をご覧ください。 

 

 

 

 

 

≪お問い合わせ先≫成田空港活用協議会事務局 澁谷、齊藤、吉福 

千葉市中央区千葉港４－３ 千葉県経営者会館３階３０１ 

TEL：043-306-2411 FAX：043-306-2412 E-mail：info@nrt-promo.jp URL:http://www.nrt-promo.jp/ 



会場アクセス

◆ お車でお越しの方
施設図の第１駐車場をご利用ください。
＊駐車台数に限りがございますので、公共交通機関でのご来場を
おすすめします。

◆ 電車でお越しの方

第１駐車場

商談会会場
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おいしい千葉と空の商談会2021春
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車両動線

歩行動線



1
㈱JALUX
ダイレクトマーケティング部

機内販売、通信販売

2
㈱JALUX
食品流通部

食品ギフト

3 ジャルロイヤルケータリング㈱ 機内食

4
JAL生活協同組合
販売部門

売店、通信販売

5
JAL生活協同組合
食堂部門

食堂

6 日本エアポートデリカ㈱ 機内食

7 ㈱ティエフケー 機内食、レストラン、外販

8 ホテル日航成田 ホテル

9 ㈱JALUXエアポート 売店、レストラン

10 JAL Agriport㈱ 農業、レストラン

11
全日本空輸㈱
調達部

航空会社

12 ANAフーズ㈱ 食品卸、通信販売

13
ANAクラウンプラザホテル成田
セールスマーケティング部

ホテル

14
ANAクラウンプラザホテル成田
料飲部

ホテル

15 ㈱ANAケータリングサービス 機内食

No 会社名 主な業態

■おいしい千葉と空の商談会２０２１春　　バイヤー企業リスト（予定） 別紙１



No 会社名 主な業態

■おいしい千葉と空の商談会２０２１春　　バイヤー企業リスト（予定） 別紙１

16 ㈱NAAリテイリング 免税店

17 成田ビューホテル ホテル

18 マロウドインターナショナルホテル成田 ホテル

19
空の湯（売店）
（三栄メンテナンス㈱）

レストラン、売店

20
成田アニメデッキ
（㈱KADOKAWA、㈱角川メディアハウ
ス）

売店

21 ㈱ZIPAIR Tokyo 航空会社

22 ゲートグルメジャパン（有） 機内食



「おいしい千葉と空の商談会　２０２１春」出展者一覧（予定）

番号 企業名
所在

市町村名

1 株式会社たけやま 山武市 精白米 パックライス

2 株式会社セガワ 匝瑳市 畑で採れたピーナッツペースト 畑で採れたピーナッツの蜜煮

3 株式会社エンゼル薬局 木更津市 きさポンブルーベリーゼリー

4 合同会社ユニバーサルファーム 成田市
有機米キューブ300g（真空パッ
ク）

有機煎り落花生（130g)

5 東薫酒造株式会社 香取市 純米吟醸　卯兵衛（うへえ） 特別純米ふさこがね

6 青柳食品株式会社 香取市 いわし銚子煮 オリーブオイルサーディン

7 松貴商事株式会社 木更津市 殻付き落花生 プレミアムピーナッツペースト

8 株式会社小川園 佐倉市 チーバくんクランチチョコ 日本茶TB

9 株式会社KrkkFooDsINTERNATIONAL 富里市 味噌田楽 焼き魚・煮魚

10 成田食料株式会社 成田市
生姜各種（生鮮、一次加工品）
（ＪＧＡＰ認証農場品）

サクッと絶品千葉生姜

11 株式会社飯塚海苔店 船橋市 焼ばら海苔 生のりばら乾し

12 糸川農園 成田市 レンコン(青果)

13 有限会社加藤海苔店 市川市 海苔チョコ
味海苔「玄」シリーズ 江戸前
ぎょうとく

14 丸トポートリー食品株式会社 香取市 水郷赤鶏もも肉、水郷赤鶏むね肉 錦爽どりもも肉、錦爽どりむね肉

15 株式会社三英商会／株式会社ポニー製
菓

船橋市 バウムクーヘン

16 アマテラスベリー合同会社 成田市
Twilight（トワイライト）：サザ
ンハイブッシュ系ブルーベリー

17 鍋店株式会社 成田市
ミニマス付 Welcome Japan 純米
吟醸180ml（未発売）

Welcome Japan 純米大吟醸 木箱
入り720ml（未発売）

18 株式会社栄進フーズ 千葉市 手包み餃子 粗挽き　なでしこポーク肉焼売

19 株式会社　さわらび 鴨川市 お土産箱菓子 海産物（常温加工品）

20 合同会社アグリード 君津市 野菜（工場野菜）

21 合同会社　寅治郎本舗 富里市 あん玉（和菓子） きなこねじり

22 有限会社小川豊商店 山武市 Qnuts（Ｑなっつ煎りざや落花生） Pnuts（千葉半立煎りざや落花生）

23 株式会社　理想郷
山武郡横芝
光町

生鮮農作物 千葉大学共同研究米

24 株式会社　シェフミートチグサ 千葉市 ベーコン ビーフジャーキー

25 有限会社 成光商会 千葉市 大吉豆　塩バター味 大吉豆　落花生甘納豆

26 有限会社　麻兆（あさちょう） 香取市 芳醇ピーナッツ 佃煮カシューナッツ

27 米屋株式会社 成田市 ぴーなっつ最中 なごみるく

28 有限会社　ジェリービーンズ 香取郡多古町元気豚精肉各種

29 千葉県漁業協同組合連合会 千葉市 キンメダイの姿煮 レンジでポン！ハマグリ

30 フレッシュ食品 株式会社 成田市 鉄砲漬タルタルソース 和風ツナマヨネーズ

31 海光物産株式会社 船橋市 冷凍瞬〆®すずきフィレ
傳左衛門と閻魔堂:【江戸前すずき
の香り焼き三昧】,【至極の逸品
大江戸‘漬け魚’物語】

商談希望商品（申込時）

別紙２



「おいしい千葉と空の商談会　２０２１春」出展者一覧（予定）

番号 企業名
所在

市町村名
商談希望商品（申込時）

別紙２

32 株式会社千葉県食肉公社 旭市 網目入り 豚レバースモーク

33 株式会社新倉 鴨川市
ぬれ揚げ煎 （千葉県産「房州ひ
じき」と「かつお節」）

純米ばうむ （米粉バウムクーヘ
ン）

34 天笙株式会社 市原市 笙姫(ｼｮｳﾋﾒ) 幻笙(ｹﾞﾝｼｮｳ)

35 有限会社戸村商店 成田市 千葉県産コシヒカリ ピーナッツバター

36 伊右衛門マルシェ 銚子市 青パパイヤ パパイヤ茶

37
ゼニス羽田株式会社　ベルテクス
ファーム房総

山武郡横芝
光町

プレミアムスイートトマト（フル
ティカ）

38 大高醤油　株式会社 山武市 どんたれ
山武いちごプリン・山武チョコ
レート・山武ラングドシャのセッ
ト

39 魯俊虎（成田・虎智庵） 成田市 VEG　JAM　にんじん VEG JAM　セロリ

40 株式会社サンライズファーム 香取市 アボカドサンライズポーク アボカドサンライズポーク加工品

41 株式会社リオ 木更津市 有機燻製しょうゆ 有機燻製オリーブオイル

42 株式会社柏たなか農園 柏市 千葉県産もち麦

43 株式会社房洋堂 館山市 花と黒潮

44 株式会社　平庄 柏市 冷凍サバ 冷凍スルメイカ

45 キノエネ醤油株式会社 野田市 白しょうゆ 蒲焼のたれ

46 株式会社ONE DROP FARM（ワンドロップ
ファーム）

 市原市 日本初の燻製はちみつ

47 株式会社　大多喜ハーブガーデン
夷隅郡大多
喜町

フレッシュハーブ

48 株式会社　船越ワイナリー
香取郡多古
町

多古醸造ワイン　日本ワイン　茨
城県マスカットベリーＡ使用
酸化防止剤不使用

49 タイヘイ株式会社 匝瑳市 丸大豆醤油 ドレッシング

50 株式会社木更津魚市場 木更津市 木更津陸【おか】サーモン
手作り　佃煮（あさり、ホンビノ
ス、かき、ほたて）

51 株式会社 須藤牧場 館山市 低温殺菌ノンホモ牛乳 アイス


