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【PRESS RELEASE】成田空港活用協議会 
２０２２年１０月２６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サプライヤー（出展者）とする

【食品に関する展示・個別商談会】を下記のとおり開催します。今年１月に続いての５回目

となる今回も【航空・空港関連企業】をバイヤーとしてお迎えします。 

なお、開催にあたりましては、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、今後も航空・空港関連企業と県内企業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、成田市東商工会、香取市商工会、 

富里市商工会、山武市商工会、芝山町商工会、多古町商工会、 

横芝光町商工会、栄町商工会、神崎町商工会、酒々井町商工会、 

千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、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 

2022 年１１月１日（火）１０時００分～１６時３０分（予定） 

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、サプライヤーの商品を展示 

        1１時３０分～ 〔展示商談会場にて〕 

主催者あいさつ（当協議会 佐久間会長） 

                        熊谷千葉県知事あいさつ（当協議会特別顧問） 

                ※その後、商品展示会場を視察予定。 

        1２時２0 分～  お昼休憩 

        1３時３0 分～  個別商談再開（1 コマ 20 分、10 分休憩） 

                       ※２０分休憩が１回有 

       16 時３0 分  閉会（予定） 

    ※新型コロナウイルス感染症等の影響により、内容が変更になる場合があります。 

 

 

～航空・空港関連企業との展示・個別商談会 ～ 

おいしい千葉と空の商談会 202２秋の開催について 

同時記者発表：千葉県政記者会、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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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 １５社１６部門（別紙１） 

 ・サプライヤー 千葉県内に事業所等をもつ企業、商店、生産者 ４６団体（別紙２） 

 

【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３０分から１５時００分までの間に、個別商談会場前

で受付をしてください。 

  ・なお、「主催者あいさつ～展示会場視察」の取材を希望される場合は、１１時２５分  

までの間に受付をしてください。 

 ②取材時のお願い 

  ・会場では、必ず報道腕章の着用をお願いします。 

  ・取材に際して、バイヤー・サプライヤー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） 

   ・個別商談会場 宴会棟１階 大空の間 

   ・展示商談会場 宴会棟１階 鶴の間 

【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 JR 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１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 松澤、藤村、木内 

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 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

JR
成
田
駅

成
田
空
港

車両動線

歩行動線

おいしい千葉と空の商談会2022秋 別紙



1 ㈱JALUXエアポート 売店、レストラン

2
㈱JALUX
ダイレクトマーケティング部

機内販売、通信販売

3
㈱JALUX
食品流通部

食品ギフト

4 JAL Agriport㈱ 農業、レストラン

5 ジャルロイヤルケータリング㈱ 機内食

6 日本エアポートデリカ㈱ 機内食

7 ホテル日航成田 ホテル

8 全日本空輸㈱ 航空会社

9 ㈱ANAケータリングサービス 機内食

10 ANA FESTA㈱ 売店、通信販売

11 ANAフーズ㈱ 食品卸、通信販売

12 ANAクラウンプラザホテル成田 ホテル

13 ㈱NAAリテイリング 免税店

14 ㈱トライジングフードサービス レストラン

15 ゲートグルメジャパン㈲ 機内食

16 マロウドインターナショナルホテル成田 ホテル

No 会社名 主な業態

■おいしい千葉と空の商談会２０２２秋　　参加バイヤーリスト 別紙１



■おいしい千葉と空の商談会２０２２秋　　参加サプライヤーリスト

番号 企業名
所在

市町村名

1 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

2 株式会社飯塚海苔店 船橋市 生のリばら乾し 業務用本場焼海苔(15枚）

3 いそべ耕業 香取市 六穀米(小売業者様向け) 六穀米（飲食関連事業者様向け）

4 岩瀬酒造株式会社 夷隅郡御宿町 岩の井　山廃純米吟醸山田錦 岩の井　純米吟醸五百万石

5
株式会社エスエスフードインターナ
ショナル

市川市他
いわしのやわらか生姜煮10尾(千切
生姜入り)

通販贈答用4種セット

6 株式会社エムイーシーフーズ 市原市 地養卵殺菌冷凍全卵 落花生たまご(仮）

7 株式会社小川園 佐倉市 チーバくん磯小判 チーバくんカレーピー

8 海光物産株式会社 船橋市
冷凍瞬〆すずきフィレ(半身2枚入
り)

すずきのパイ包み焼きwithソース
ショロン

9 かけわ株式会社 香取市
チーズ(モッツアレラ、ブッラータ、
カチョカバロ、リコッタ)

小江戸佐原ビール

10 亀田酒造株式会社 鴨川市 超特撰大吟醸 純米大吟醸　愛山(あいやま）

11 川光商事株式会社 松戸市他 玉三　冷凍チルド用白玉 玉三　冷凍白玉

12 株式会社きさこんショップ 木更津市 一途なのり天

13 キノエネ醤油株式会社 野田市 丹華(ニカ） 白ポン酢

14 有限会社キムラ（キムラ青果） 成田市
季節の果物（さつまいも、梨、柿
等）

15 有限会社くらうど 松戸市 千葉落花生サブレ 千葉県産落花生パイ

16 株式会社963 船橋市 日本一のクラムチャウダー 船橋にんじんポタージュスープ

17 虎智庵 成田市 鴨せいろ　(冷凍ゆで蕎麦) 手打ち十割蕎麦(冷凍ゆで蕎麦)

18 小林製菓株式会社 香取市
千葉県産落花生使用　みそピー
ナッツ

19 株式会社實川文雄商店 八街市 落花生(Qなっつ） ピーナッツバタークルミ入

20 株式会社柴海農園 印西市 サラダ野菜セット/各種有機野菜 季節のミックスピクルス

21 信栄開発株式会社 木更津市 とろなまバウム　チョコ

22
株式会社鈴木安太郎商店銚子工場（株
式会社SeaBank）

銚子市
安太郎の霜降り炙りしめさば棒寿
司

23
株式会社スリーエフ（オーガニック
フーズ）

香取市 リーフレタス／ベビーリーフ

24 有限会社成光商会 千葉市
大吉豆　塩バター味（贈答用箱入
り）

大吉豆　落花生甘納豆（贈答用箱
入り）

25 株式会社セガワ 匝瑳市
Ｂｏｃｃｈｉ畑で採れたピーナッ
ツペースト 加糖つぶ入り

Ｂｏｃｃｈｉ畑で採れたピーナッ
ツのあんこ

26 株式会社惣アグリフーズ 香取市 Happy Lotus（幸せの蓮根）

商談希望商品

別紙２



■おいしい千葉と空の商談会２０２２秋　　参加サプライヤーリスト

番号 企業名
所在

市町村名
商談希望商品

別紙２

27 タイヘイ株式会社 匝瑳市 天然醸造木桶仕込み丸大豆醤油
濃厚コーンドレッシング※他ド
レッシング

28 館山フルーツ工房 館山市 いちごリキュール いちじくリキュール

29 株式会社千葉県食肉公社 旭市 あみ目入り豚レバースモーク マーガレットポーク焼豚

30 おはよう農園 我孫子市 光と風のたまご

31 東薫酒造株式会社 香取市
東薫　純米吟醸　卯兵衛（うへ
え）

東薫　純米吟醸　五百万石　無濾
過

32 株式会社富山水産 浦安市
千葉県九十九里浜産　蒸し蛤　及
び　酒蒸し蛤

千葉県九十九里浜産　お吸い物
２人前

33 合同会社寅治郎本舗 富里市
パウンドケーキ(フルーツミック
ス)

フィナンシェ(多古米と落花生)

34 成田食料株式会社 成田市 スプーン一杯朝生姜 サクッと絶品千葉生姜

35 伯東商事株式会社 長生郡長生村 冷凍ボイルハマグリ 活〆冷凍伊勢海老

36 株式会社はせべ 千葉市
千葉県産ピーナッツバター　砂糖
不使用

ピーナッツダックワーズ D-5

37 株式会社ファーストライフ 長生郡一宮町 マルヒメレタス

38 株式会社船越ワイナリー 香取郡多古町 goodness2021 AnyTimeMoon 2021

39 フレッシュ食品株式会社 成田市 千葉県産しょうが肉みそ さばフィリング

40 八八 大網白里市 はちみつ100g3個入りギフトBOX からすざんしょう

41 八千代市農業協同組合（JA八千代市） 八千代市 なしみるく ちょい辛　ねぎまみれ

42 ユアサ・フナショク株式会社 船橋市 千葉県産米　「食べ比べセット」 さば水煮缶

43 米屋株式会社 成田市 ぴーなっつ最中　8個詰 なごみるく　6個詰

44 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

45 株式会社理想郷 山武郡横芝光町
千葉大学共同研究米　理想郷　ミ
ルキークイーン

46 株式会社ONEDROPFARM 市原市 天然はちみつの食べ比べギフト
燻製はちみつ『燻（けむり）の記
憶』


