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株式会社 RE＆S Japan 

本社所在地 
553-0005 

大阪市福島区野田 1 丁目 1 番 86 号 大阪市中央卸売市場内 北 16-8  

TEL 06-6460-0689 

ホームページ URL http://www.res.com.sg/ 

主な輸出先国･地域 シンガポール、アメリカ、マカオ、マレーシア、香港、タイ 

輸出取り扱い品目 
魚介類/魚介類加工品、野菜・果実/加工品 

集荷可能エリア 弊社事務所または大阪市内指定倉庫（都度要確認） 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温、冷蔵、冷凍 

取り扱い最低ロット できるだけ小さい方が良い 1 ケースから 

その他取引条件 
ギフト商材は不可。直接取引希望、支払い期限は月末締め翌 15 日。メールでやり

とりができる業者様が好ましい 

 

株式会社いし東 

本社所在地 
104-0061  

東京都中央区銀座２－１３－３ いし東ビル 

TEL 03-3549-7477 

ホームページ URL http://www.ginza-ishito.com/ 

主な輸出先国･地域 アジア全般 中東 西欧 

輸出取り扱い品目 
冷凍水産加工品  常温加工品 飲料 他 

集荷可能エリア 東京 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温 冷凍 冷蔵 

取り扱い最低ロット メーカー条件に応じて 

その他取引条件 必要に応じて 

http://www.res.com.sg/
http://www.ginza-ishito.com/
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石光商事株式会社 

本社所在地 
657-0856 

神戸市灘区岩屋南町  4-40 

TEL 078-861-7791  

ホームページ URL https://www.ishimitsu.co.jp/ 

主な輸出先国･地域 オランダ・フランス・ポーランド・スイス その他 EU/アジア 

輸出取り扱い品目 
加工食品 （調味料・菓子等） 

集荷可能エリア 神戸・大阪 港納品 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷凍 

取り扱い最低ロット ― 

その他取引条件 ― 

 

株式会社イトウトレーディング 

本社所在地 
509-6121 

岐阜県瑞浪市寺河戸町 891-1 

TEL 0572671778 

ホームページ URL https://itohtrading.jp/ 

主な輸出先国･地域 カナダ・アメリカ 

輸出取り扱い品目 
お菓子・ドリンク・食品 

集荷可能エリア ― 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温 

取り扱い最低ロット ― 

その他取引条件 ― 

 

 

 

 

tel:0788617791
https://www.ishimitsu.co.jp/
https://itohtrading.jp/
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井上通商株式会社 

本社所在地 
810-0045 

福岡市中央区草香江 2-3-32井上通商ビル 1F 

TEL 092-771-9321 

ホームページ URL https://inoue-trading.co.jp 

主な輸出先国･地域 中国、台湾、香港、韓国、ベルギー、オーストラリア 

輸出取り扱い品目 
酒類(清酒、リキュール、樽熟成焼酎)、飲料(ジュース)、食品(菓子、乾麺、調味料、

茶類)等 

集荷可能エリア 北部九州(主に博多港、門司港周辺倉庫) 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温、冷蔵、冷凍  

取り扱い最低ロット 特になし 

その他取引条件 
自社による商品買い取り⇒輸出が基本ですが、輸出代行業務（輸出先との商談サ

ポートから輸出業務代行も承ります） 

 

宇治原振商株式会社 

本社所在地 
545-6032 

大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43あべのハルカス 32階 

TEL 06-6621-0900 

ホームページ URL http://ujiharashinsho.com/ 

主な輸出先国･地域 カナダ、香港、シンガポール、中国、EU、フィリピン、オセアニア 

輸出取り扱い品目 
日本食品全般（加工品、香辛料類、茶葉、調味料、清酒、焼酎、その他のアルコー

ル飲料、非アルコール飲料、動・植物油、その他加工品、魚介類、他） 

集荷可能エリア 当社指定保税倉庫、神戸港、大阪港 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷蔵・冷凍 

取り扱い最低ロット 最小単元から（１個等） 他、別途ご相談 

その他取引条件 

・国内買取・国内決済  大阪、・神戸港より世界各国向けに常温は月 30本、冷蔵は

月 10 本出しており、混載可能です。当社買取または混載貨物としてのお預かりなど

別途ご相談を承ります。  

https://inoue-trading.co.jp/
http://ujiharashinsho.com/
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MK トレーディング 

本社所在地 
581-0803 

大阪府八尾市光町 2-32-905 

TEL 072-992-2676 

ホームページ URL https://mktrading-mk.com/index.html 

主な輸出先国･地域 香港、中国、台湾、シンガポール、フィリピン、タイ、イスラエル、UK、USAなど 

輸出取り扱い品目 
酒類、スナック菓子、食材、調味料類など 

集荷可能エリア 全国どこでも 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温食品のみ。 

取り扱い最低ロット サプライヤー様の最低ロットで従います。 

その他取引条件 末〆の当月末の現金払いでお願いいたします。 

 

 

兼松株式会社 

本社所在地 
105-8005 

東京都港区芝浦 1-2-1 シーバンス N館 

TEL 03-5440-8111 

ホームページ URL https://www.kanematsu.co.jp/ 

主な輸出先国･地域 香港、ドイツ、アメリカ等 

輸出取り扱い品目 
水産品、畜産品、加工食品、酒類他 

集荷可能エリア 全国 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温、冷蔵、冷凍 

取り扱い最低ロット 最小単元から 

その他取引条件 国内指定倉庫納入、国内買取、国内決済 

 

 

https://mktrading-mk.com/index.html
https://www.kanematsu.co.jp/
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株式会社カワ・コーポレーション 

本社所在地 
650-0024 

兵庫県神戸市中央区 5丁目 2番 10号 

TEL 078-367-1450 

ホームページ URL http://www.kawacorp.com/ 

主な輸出先国･地域 米国、カナダ、メキシコ、香港、シンガポール 

輸出取り扱い品目 

酪農製品/鶏卵加工品、魚介類/魚介類加工品、穀物/穀物加工品、米/米加工品、

野菜・果実/加工品、香辛料類、茶葉、調味料、非アルコール飲料、植物油、その他

加工品 

集荷可能エリア 当社指定倉庫（兵庫県神戸市内、加古川市内、尼崎市内の指定倉庫） 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
混載（常温）、混載（冷蔵、冷凍） 

取り扱い最低ロット ・最小単元から（１ケース等） 

その他取引条件 ・国内買取・国内決済 

 

 

 

河田トレーディング株式会社 

本社所在地 
673-0892 

兵庫県明石市本町 1丁目 1-24 大日明石本町ビル 602号 

TEL 078-920-8036 

ホームページ URL https://kawata-trading.com/ 

主な輸出先国･地域 台湾、香港、シンガポール、マレーシア、アメリカ 

輸出取り扱い品目 
肉/肉加工品、鶏卵、魚介類/魚介類加工品、米/米加工品、茶、調味料、お菓子

類、清酒、焼酎、その他のアルコール飲料、非アルコール飲料、その他加工食品 

集荷可能エリア 神戸港の当社指定倉庫 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温、冷蔵、冷凍の全温度帯で可。 FCL / LCL / 航空便のデリバリー対応します。 

取り扱い最低ロット 別途ご相談 

その他取引条件 ― 

 

http://www.kawacorp.com/
https://kawata-trading.com/
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株式会社三王商会 

本社所在地 
125-8526 

東京都葛飾区東金町 1-13-6 

TEL 03-3607-7078 

ホームページ URL http://www.sanou.co.jp/ 

主な輸出先国･地域 韓国、台湾、中国 

輸出取り扱い品目 
菓子、加工食品、飲料（非アルコール飲料） 

※生鮮品（野菜、精肉、鮮魚）は扱いません。 

集荷可能エリア 弊社指定場所（別途相談） 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温 

取り扱い最低ロット メーカー様規定のロットに従います。 

その他取引条件 国内買取・国内決済 

 

 

 

 

三川貿易株式会社 

本社所在地 
500-8368 

岐阜市宇佐２丁目 7-12-3 

TEL 090-9170-7213 

ホームページ URL http://sansentrading.weebly.com/ 

主な輸出先国･地域 台湾、香港、マカオ、シンガポール、カタール、ベドナムなど 

輸出取り扱い品目 
和牛、日本酒、お菓子、調味料など 

集荷可能エリア 岐阜、福岡、成田、大阪 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
（常温・冷蔵・冷凍） 

取り扱い最低ロット ご相談 

その他取引条件 ― 

http://www.sanou.co.jp/
http://sansentrading.weebly.com/
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昭和貿易株式会社 

本社所在地 
550-0002 

大阪市西区江戸堀 1丁目 18番 27号 

TEL 06-6441-3003 

ホームページ URL http://www.showa-boeki.co.jp 

主な輸出先国･地域 中東・アジア・北米 （品目によって異なります） 

輸出取り扱い品目 
穀物/穀物加工品、米/米加工品、生鮮野菜・果実/加工品、香辛料類、茶葉、調味

料、清酒、焼酎、その他のアルコール飲料、非アルコール飲料、その他 

集荷可能エリア 当社指定倉庫 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温・冷蔵 （輸出国により 異なります） 

取り扱い最低ロット 別途ご相談 （輸出国と品目により 異なります） 

その他取引条件 別途ご相談 

 

神栄株式会社 

本社所在地 
651-0178 

兵庫県神戸市中央区京町 77-1 

TEL 078-771-7004 

ホームページ URL https://www.shinyei.co.jp/ 

主な輸出先国･地域 香港、タイ、中国（香港メイン） 

輸出取り扱い品目 
スイーツ（冷凍・常温）、冷凍肉類、水産加工品、酒類、調味料等 

集荷可能エリア 大阪/神戸/横浜/東京指定倉庫納品希望 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
冷凍、常温（混載可） 

取り扱い最低ロット 小口対応可 

その他取引条件 国内買取、国内決済 

 

 

 

http://www.showa-boeki.co.jp/
https://www.shinyei.co.jp/
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株式会社大昌貿易行 

本社所在地 
106-0032 

東京都港区六本木 5-18-2 大昌第二ビル 

TEL 03-3560-8525 

ホームページ URL https://www.dch-japan.com/ 

主な輸出先国･地域 香港、タイ、カンボジア、ベトナムなど 

輸出取り扱い品目 
冷凍水産物、冷凍畜産物、お菓子、日本酒 

集荷可能エリア 東京、博多、札幌 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
冷凍、常温、冷蔵 

取り扱い最低ロット 100kｇもしくはサプライヤー様設定のＭＯＱ 

その他取引条件 輸出に必要な書類の開示が可能（成分配合比や規格書、営業許可書など） 

 

株式会社知寿商事 

本社所在地 
541-0047 

大阪府大阪市中央区淡路町 1-1-8 エイワビル 203 

TEL 06-6123-7702 

ホームページ URL ― 

主な輸出先国･地域 中国 

輸出取り扱い品目 
お菓子類(スナック菓子、ゼリー、キャンディー、ケーキ、カステラ、ビスケット、煎餅)、

調味料、非アルコール飲料、ギフト類(アソート)  

集荷可能エリア 神戸港 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温 

取り扱い最低ロット メーカー様の最小ロットから OK(１〜１０箱) 

その他取引条件 神戸指定倉庫渡しを希望  

 

 

 

https://www.dch-japan.com/
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株式会社 CHOKA’S 

本社所在地 
541-0046 

大阪市中央区平野町 3-4-9 ４F 

TEL 06-6450-8118 

ホームページ URL https://www.chokas.jp/ 

おもな輸出先国・地域 中国、香港、ベトナム、インドネシア、シンガポール、台湾 

輸出取り扱い品目 
食品全般、飲料、アルコール飲料 

集荷可能エリア 当社指定倉庫（大阪府大阪市） 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温、冷蔵（混載可）、冷凍は応相談 

取り扱い最低ロット 商品によっては小ロットからでも可、応相談可 

その他取引条件 
国内買取・国内決済、大阪港より中国の上海、ベトナムのホーチミンへは常温で月

に１～２本出しております。コンテナに寄っては混載可 

 

 

トップトレーディング株式会社 

本社所在地 
101-0032 

東京都千代田区岩本町 3丁目 3-6 井門岩本町ビル 7F 

TEL 03-5821-1195 

ホームページ URL https://toptrading.co.jp/ 

主な輸出先国･地域 EU（フランス）、香港、オーストラリア、台湾、タイ他 

輸出取り扱い品目 
HPに記載しております。https://toptrading.co.jp/ 

集荷可能エリア 要相談 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
全て可能ですが混載（常温）が一番取扱いが多いです・ 

取り扱い最低ロット 要相談 

その他取引条件 お支払いについては末締め翌月末払いになります。 

 

 

https://www.chokas.jp/
https://toptrading.co.jp/
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南山物産株式会社 

本社所在地 
167-0051  

東京都杉並区荻窪 5-28-16 西武信用金庫荻窪ビル 3 階 

TEL 03-6875-7966 

ホームページ URL 
https://nanzan-bussan.com（会社 HP） 

https://shochu-next.com/（自社運営酒類メディア） 

主な輸出先国･地域 
米国、カナダ、中国、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、インドネシア、EU（フラ 

ンス、ドイツ、イタリア）、大洋州（オーストラリア等）、その他（カンボジア等） 

輸出取り扱い品目 
酒類、加工食品 

集荷可能エリア 全国の主要港倉庫への持ち込み渡し（客先指定保税倉庫） 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温、冷蔵 

取り扱い最低ロット 要相談 

その他取引条件 ― 

 

 

日本酒類販売株式会社 

本社所在地 
104-8254 

東京都中央区新川 1-25-4 

TEL 03-4330-1742 

ホームページ URL https://www.nishuhan.co.jp/ 

主な輸出先国･地域 アメリカ・中国・香港・台湾・タイ等 

輸出取り扱い品目 
日本酒、焼酎、飲料等 

集荷可能エリア 当社指定倉庫（横浜、東京、神戸、博多等） 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
混載（常温・冷蔵） 

取り扱い最低ロット 応相談 

その他取引条件 ・国内買取・国内決算 

https://nanzan-bussan.com/
https://shochu-next.com/
https://www.nishuhan.co.jp/
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福水商事株式会社 

本社所在地 
810-0072 

福岡市中央区長浜 3-11-3-605 

TEL 092-711-6110 

ホームページ URL https://www.the-fukusui.com/ 

主な輸出先国･地域 アメリカ/カナダ/香港/東南アジア 

輸出取り扱い品目 
水産物、農産物 加工品等全般 業務用食材多め 健康食品/ 

お菓子は難しい 

集荷可能エリア 福岡市内指定個所着 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温/冷蔵/冷凍 

取り扱い最低ロット 応相談。少量でも対応可能だが、別途運賃かかれば競争力なくなります。 

その他取引条件 末締め/翌月末支払い 

 

UTS JAPAN 株式会社 

本社所在地 
810-0023 

福岡県福岡市中央区警固 2-17-26 秀和警固レジデンス 102 

TEL 092-732-0880 

ホームページ URL https://uts-jp.com/ 

主な輸出先国･地域 中国、香港、台湾、ベトナム、シンガポールなど 

輸出取り扱い品目 
食品（加工食品、健康食品など）、酒類（日本酒など） 

集荷可能エリア 当社指定倉庫（福岡市内） 

取り扱い可能な運送方法 

（常温・冷蔵・冷凍） 
常温（混載可）、冷蔵・冷凍（コンテナのみ） ※冷蔵・冷蔵は中国、タイのみ対応可 

取り扱い最低ロット 別途ご相談 

その他取引条件 別途ご相談 

 

https://www.the-fukusui.com/
https://uts-jp.com/

