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【PRESS RELEASE】成田空港活用協議会 
令和元年７月２５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【食品に関する展

示・個別商談会】を下記のとおり開催します。今年３月に続いての２回目となる今回は【全

日本空輸関係先企業】をバイヤーにお迎えします。 

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、全日本空輸株式会社 

２ 開催日時・進行 

令和元年７月３１日（水）９時３0 分～1７時２0 分（午前・午後 2 部制） 

【午前の部】 9 時 45 分～  個別商談 

         10 時 50 分～ 主催者あいさつ（当協議会 佐久間会長） 

  全日本空輸株式会社あいさつ（志岐副社長） 

       10 時 55 分～  展示商談会 

             ※主催者等が会場を巡回する予定。 

       12 時 10 分～  個別商談 

    

【午後の部】13 時 45 分～  個別商談 

       14 時 50 分～  展示商談会 

       16 時 10 分～  個別商談 

３ 場所 

ANA クラウンプラザホテル成田（成田市堀之内 68） 

４ 参加者 

 ・バイヤー  全日本空輸関係先企業（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。 

 

 

～ 全日本空輸関係先企業との「展示・個別商談会」 ～ 

おいしい千葉と空の商談会 2019 夏の開催について 

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 【午前の部】の受付について 

【午前の部】の取材を希望される場合は、９時００分から１０時４５分までの間に、会場前に設置

しています報道受付にて受付をしてください。 

※「午後の部」の報道受付は、１３時以降、商談会終了まで行います。 

２ 警備上のお願い 

会場では、必ず腕章の着用をお願いします。 

３ 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。 

４ 会場について 

ＡＮＡクラウンプラザホテル成田「オーキッド」（本館２Ｆ）（住所：成田市堀之内６８） 

 

【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、または成田駅からホ

テル行きの無料送迎バスをご利用いただけます。 

【お車でお越しの場合】 

ＡＮＡクラウンプラザホテル成田の駐車場をご利用ください。 

※６時間以内無料。 

 

 

≪お問い合わせ先≫成田空港活用協議会事務局 澁谷、宮本、川島 

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/ 



 

『おいしい千葉と空の商談会 2019 夏』 

バイヤー企業リスト 

 

社名 業態 

① ＡＮＡ ＦＥＳＴＡ（株） 空港売店 

② 全日空商事デューティーフリー（株） 免税店 

③ 
全日空商事（株） 

インフライトサービス事業部 
機内サービス 

④ 
全日空商事（株） 

ＥＣビジネス事業部 
ＥＣサイト 

⑤ ＡＮＡクラウンプラザホテル成田 レストラン 

⑥ ＡＮＡフーズ（株） 
食品卸・ 

ギフト通販 

⑦ （株）ＡＮＡケータリングサービス 機内食 

 

別紙１ 



「おいしい千葉と空の商談会　２０１９夏」出展者一覧

●午前の部

番号 企業名
所在

市町村名
商談希望商品（申込時）

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 生のりばら乾し、焼ばら海苔

3 石井食品　株式会社 船橋市 今年採れた千葉成田の栗 栗ごはん

4 株式会社　小川園 佐倉市 メッセージ日本茶TB かわいい日本茶、業務用緑茶

5 海光物産　株式会社 船橋市
冷凍瞬〆すずきフィレ、
江戸前コノシロスモーク　生ハム仕立て

6 窪田味噌醤油　株式会社 野田市
「あっぱれビーンズ」シリーズ、
液体味噌調味料「初だしの味」

7 五代目森山清次兵衛 神崎町 玄米餅おかき

8 株式会社　さつまいもの石田農園 香取市 焼き芋「甘熟べにはるか」、干し芋「グミいも」

9 株式会社　シェフミートチグサ 千葉市 ハム、ソーセージ、ベーコン、精肉

10 株式会社　新倉 鴨川市
天皇献上米、千葉県産コシヒカリ、ぬれ揚げ煎、
純米ばうむ

11 有限会社　成光商会 千葉市 ひめピー、甘納豆

12 ちばみどり農業協同組合 旭市 みどりの舞 純米吟醸無ろ過生原酒300ml

13 株式会社　テンアップファーム 富里市 テンアップとまと、あかい人参

14 東薫酒造　株式会社 香取市 純米吟醸 卯平衛（うへい）、大吟醸 叶（かのう）

15 富里市農業協同組合 富里市
人参ドレッシング、夏野菜（オクラ、ナス、
ピーマン等）

16 有限会社　永井商店 鴨川市 房州産花かつお、房州産鰹だしパック

17 鍋店　株式会社 成田市 日本酒、蔵元スイーツ

18 成田食料　株式会社 成田市 スプーン一杯朝生姜、生姜（生鮮〜一次加工品）

19 有限会社　根本商店 銚子市 かんたん手焼きせんべいの素、コメの実

20 富士正食品　株式会社 銚子市 ピーナツハニー、おいしい牛乳プリン

21 株式会社　藤屋 成田市 長命泉（日本酒）

22 フレッシュ食品　株式会社 成田市 カルツオーネフィリング他パンフィリング、ツナ

23 有限会社　ベストブロス 松戸市 清酒漬けケーキ、清酒漬け珍味

24 僕らは畑で笑っちゃう 芝山町
オリジナルジュース、フルーツトマト、ビーツ、
人参

25 合同会社　Mandarn 習志野市 マンダンのビーフ赤ワイン煮込み～ビーフシチュー～

26 八街生姜ジンジャーエール企業組合 八街市 八街生姜ジンジャーエール

27 山田フードサービス　株式会社 市原市 日本一の市原市産梨酢【梨の秘傳】(果実酢)

28 株式会社　理想郷 横芝光町
千葉大学共同開発研究米 ミルキークイーン、
バジル、えごま、ニンニク他

別紙２



「おいしい千葉と空の商談会　２０１９夏」出展者一覧
別紙２

●午後の部

番号 企業名
所在

市町村名
商談希望商品（申込時）

29 株式会社　一翠 千葉市 千葉の冷製生サバスモーク

30 かえもん農園 大網白里市 自然派日本酒「幸SACHI」720ml

31 有限会社　加藤海苔店 市川市 弊社オリジナル海苔「玄」シリーズ、焼海苔 三番瀬

32 有限会社　金田屋 栄町 黒豆の生カステラ、黒豆吟じょう酒ケーキ

33 株式会社　カワイコーポレーション 富里市 OEMアイスクリーム、シャーベット等

34 株式会社　恋する豚研究所 香取市 恋する豚（精肉）、あらびきソーセージ

35 株式会社 サラヤ保崎商店 勝浦市 勝運かつ、冷凍カツオのたたき

36 株式会社　サングリーン 館山市 玄米甘酒、玄米もち

37 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、
ポークグリルハムステーキ

38 株式会社　正和物産 鴨川市
ラングドシャ、タルト（ビワ、落花生、房州酪乳使用）、
バウムクーヘン

39 酢之宮醸造所 香取市 酵素酢　柿の神髄

40 株式会社　セガワ 匝瑳市
Bocchiピーナッツペースト、
Bocchiからつきゆで落花生

41 株式会社　タスコフーズ 成田市 全粒粉ブレッド（千葉県産全粒粉使用）

42 株式会社　ちばとみさと 富里市 青果全般（すいか・梨・枝豆等）

43 株式会社　中央フーズ 佐倉市 大根おろし、大根つま

44 有限会社　戸村商店 成田市
千葉県産ピーナッツバター、
冷凍“おおまさり”茹で落花生

45 合同会社　寅治郎本舗 富里市 あんだま、きなこねじり

46 成田市農業協同組合 成田市
干し芋「甘い芋ん」、
成田産のうりを使用した「鉄砲漬」

47 合資会社　羽生惣吾商店 香取市 水郷の恵 精米、水郷の惠　玄米

48 富士総合食品　株式会社 富里市 テリーヌ（肉、魚）、惣菜関係

49 古谷乳業　株式会社 多古町 フルヤ牛乳、生乳プレーンヨーグルト

50 株式会社　房洋堂 館山市 花菜っ娘、黒潮物語

51 株式会社　丸六 匝瑳市 レトルト蛤、銚子漁港直送の鮮魚を中心とした魚介

52 有限会社　光川 大網白里市 のり名匠

53 株式会社　農 多古町 パン（ハラール）、洋菓子、プリン（ハラール）

54 守屋酒造　株式会社 山武市 地酒 舞桜、純米焼酎 守正

55 米屋　株式会社 成田市 なごみるく 梨ゼリー ぴーなっつ最中

56 株式会社　リオ 木更津市 有機燻製オリーブオイル、有機燻製ピクルスの素


