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1858年創業、昭和30（1955）
年に岩手銘醸を設立。品質
を第一に考え、地域に根付
いた酒造りを大事にし、
2018 年に全国新酒鑑評会
で金賞を受賞、2020年に岩
手県新酒鑑評会で最高賞
の県知事賞第１位を受賞。

岩手・奥州の酒蔵で造られる
芳醇な日本酒やどぶろくです

〈岩手誉〉〈酒蔵のとらまづ〉
●岩手銘醸●

問い合わせ先 0197-56-3131

都心から最も近い大規模キノコ栽培工場。エ
ノキタケ・マイタケ・シイタケを生産。菌床の
生産、栽培、収穫、包装、出荷まで自社で一貫し
て行う。食の安全や環
境保全に取り組む団
体として ASIAGAP
認証を取得。

都心から近い大規模キノコ工場
菌床から自社で一貫して生産

●アグリカルチャーセンター●

問い合わせ先 0494-75-0111

蜂蜜やオリゴ糖を使用して割材やトッピング
に使用出来る「各種シロップ」、〈ストレート100
％果汁〉、高知県産ゆず果汁を使用した〈ゆず
塩〉等を取り扱っ
ております。また受
託加工（ＯＥＭ）も
承っております！

自社商品の販売から
ＯＥＭ（受託加工）まで！

●ミントハウス●

問い合わせ先  048-994-0318

最高級のワインを輸入してきたフィラディスが
手掛けるオリジナルワインブランド。気軽に楽
しく味わいながら、ワインの知識を深めていた
だけます。日本
でワインを楽し
む土壌が、もっ
と豊かになるこ
とを願って。

知れば知るほどワインは
おいしい！たのしい！

〈Because,〉ワインシリーズ
●フィラディス●

問い合わせ先 045-222-8871

エノキタケ、マイタケ、シイタケ

熟成した塩さばを麹に漬けて添加物を一切
使用せずに仕上げた味わい深い逸品です。麹
の甘さとさばの程良い塩気が後を引く、食べ
やすい珍味なので
そのままお酒のお
つまみとしてお召
し上がりいただけ
ます。日本酒との相
性抜群、ごはんのお
供にもおすすめ。

ありそうでなかったさばの珍味
開封してすぐに食べれる珍味

〈熟成塩さばの白造り〉
●焼津冷蔵●

京都の麩専門店による、お麩が入った新食感
のチョコレートです。見た目にも可愛くデザー
トのトッピングやお酒
のおつまみにぴったり
です。特に紅白で盛り
付けると宴会やブライ
ダルにも最適です。

お麩入りの新食感チョコレート
トッピングやおつまみに最適です

〈お麩ショコラ〉
●比叡ゆば本舗ゆば八●

問い合わせ先 077-514-1102

〈QR Order〉は専用タブレットも専用アプリ
のダウンロードも要らない、とことんシンプ
ルなセルフオーダー
サービスです。使い
やすい直感的な操作
と続けやすいリーズ
ナブルな価格でお届
けします。

スマホでＯＫ！オーダーの新しい
価値を作るセルフオーダー

〈QR Order〉
●BlueIsland●

問い合わせ先 06-6136-6073

フロアスタッフ削減・非対面
非接触のコロナ感染対策向上

キャッシュレス券売機
●スペース●

近年では居酒屋業態においてもワインのオ
ーダーは当たり前。誰でも簡単、いつでもスピ
ーディーにおいしいワインをご提供いただけ
ます。現地でしか楽
しむことのできな
い味わいを、弊社ブ
ースにて是非お試
し下さい。

満足度とオペレーション効率化
ともに向上できるワインの新提案

樽ワイン®／樽生スパークリング・ワイン®

●ドラフトワイン・システム●

問い合わせ先 078-995-0870

外食店舗様、小売店様や施設様に対する空調・
給排気設備を主体とした工事及び 24時間365
日受付の総合的なメンテナンスサービスを提
供いたします。また、コロナ禍の衛生管理、除菌
等のサービスもお任せください。

コロナ対策協力サポートします
プロのダクト清掃工事も当社へ

●ビリーフ●

沖縄県産素材100％で
造った自然派サワー

〈琉球レモンサワー〉
●南都酒造所●

ビールのような本格的なおいしさを、
シーンやペースに合わせて自由に楽
しめる、アルコール分 0.5％の微アル
コールです。麦のうまみとコクがもた
らす心地いい気分や上質なリラック
ス感を楽しめる商品です。

アルコール分0.5％の微アル
ビールのような本格的なおいしさ

〈アサヒ ビアリー〉
●アサヒビール●

問い合わせ先  0570-00-5112 

冬を代表する味覚の真鱈と食塩だ
けで発酵熟成した国産魚醤です。
日本三大魚醤産地のひとつ秋田県
の豊かな海の恵みを凝縮したよう
な調味料です。姉妹品に大海から
秋田に帰った鮭を使った〈鮭しょっ
つる〉もございます。

ニッポンの海の恵みと
発酵職人の技を再発見

〈秋田の魚醤(しょっつる） 鱈〉
●正田醤油●

問い合わせ先 0276-75-1552

素材・製法・注ぎ方、全てにこだわり実現した
きめ細かく、クリーミーな【神泡】の〈プレモル〉
をお愉しみください。〈こだわり酒場のレモンサ
ワー〉はブランド認知の拡大とともに、店数・売
上が急成長しています！

飲食店の強力な繁盛アイテムを
揃えてお待ちしております!!

●サントリー酒類●

問い合わせ先  03-5475-0605 

空調・給排気、ダクト・ロースターのメンテンナンス、
工事、店舗における衛生管理のお手伝い

券売機（前払い）と精算機
（後払い）に対応した券売
機。スタッフがオーダー・レ
ジ業務から解放され、より
良いサービスに専念できま
す。また、クレジットカード
を始め電子マネーやQR決
済にも対応しています。

問い合わせ先  03-3917-1820 

問い合わせ先  03-5996-5420・06-6955-8253 

問い合わせ先 054-628-0181

〈琉球レモンサワー〉は、沖縄
県産のシークヮーサー、地酒
泡盛、沖縄県産のさとうきび
を煮詰めたきび蜜を使用。沖
縄県産素材 100％で造ったこ
だわりの自然派サワーです。

問い合わせ先 0120-710-611

シロップなど各種OEM商品

〈ザ・プレミアム・モルツ〉
〈こだわり酒場のレモンサワー〉



小型・コンパクトでも２種類の酒類を販売しま
す。100～300円までの設定と10～100㎖の抽
出量の設定が可能。販売数の管理・フリードリ
ンク抽出機能も
搭載。４ℓの内蔵
タンク×２個搭載
の仕様です。

人手不足の課題を解消
省力化で人件費の削減

1コイン酒類自販機
●早川産機●

問い合わせ先 03-5651-1481

〈HybRid〉は入社時における人事情報の収集管
理、年末調整データ、人事データの変更等をス
マホやパソコンで簡単に収集し、管理できるシ
ステムです。操作は
シンプルなのでど
なたでも簡単にご
利用頂けます。

スマホでも簡単に使える!!
社内申請支援システム

〈HybRid〉
●CSS-consulting●

問い合わせ先 06-6829-6431

厳選した酒造好適米を45％まで磨き、熟練の
杜氏がわが子を育てるように大切に醸し上げ
た大吟醸です。月山の伏
流水（日本名水百選）使
用の華やかな香りと喉ご
し清らかな味わい。

全米日本酒鑑評会連続金賞受賞
地理的表示制度ＧI山形取得

●月山酒造●

問い合わせ先 0237-87-1114

〈銀嶺月山 大吟醸〉
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牛さんの小腸を油で揚げて余分な脂肪を取り
除き、その旨味を凝縮したものが～あぶらかす
～です。調理法は～
無限～

美味しさ広がる魔法の食材　
入れるだけで溢れる旨味 !!

〈あぶらかす〉
●龍インターナショナル●

問い合わせ先 072-937-2911

昆布などの天然素材を独自に配合。輸入品な
ど肉質がかたい素材を柔らかく仕上げる効果
あり。加工した素材は調理
後、時間が経っても固くな
りにくく、お弁当や仕出し
など時間が経ってから召
し上がる素材に向いてい
ます。

肉の保水性上げドリップを減少
うま味を閉じ込めるんです!!

〈リキリッチパウダー〉
●リキフーヅ●

豆腐品評会で日本一、ふるさと納
税で大評判の「はらからの逸品」。
大豆の味が濃い国産大豆の油揚
げと、繊細で上質なオランダ産仔
牛を始めとする牛タン商品をお
届けします。希少高級品から端材
活用商品まで注目の商品です。

日本一のとうふ屋の油揚げと
逸品の牛たんで至福の時間を

●社会福祉法人はらから福祉会＆一二三まーと●

問い合わせ先 0224-58-3445

HEPAフィルターによるパワフルな空気清浄機
能に加え、高い除菌力を持つオゾンを拡散する
ことで、より効果的な空間除菌を実現します。医
療機関や公共施設等、発売からわずか１年弱で
10,000台以上の導入実績を誇ります。

ＴＢＳの情報番組でも紹介された
話題のハイブリッド空気清浄機!!

〈Kirala Air ハイブリッド空気清浄機〉
●Kirala●

問い合わせ先 0120-032-321

梅酢のまろやかな酸味とかつおだ
しの風味が薫る本品は、そのまま
で白身魚の刺身用つけだれやカル
パッチョ、浅漬けやお浸しに使えま
す。鶏や青魚の梅酢煮、揚げ物ソー
スなど様々な料理用調味料として
も使えます。

だし梅酢が持つ独特の風味は
メニューの幅を広げます

〈だし梅酢（煎酒風）〉500㎖
●にんべん●

問い合わせ先 048-261-2400

チラシ、メニュー、ＰＯＰ、パンフなどの印刷物、
バナーやウェブ画像、サイネージ素材まで、プロ
のデザイナーが格安でも高品質なデザインを
提供しています。経
費削減はもちろん、
たくさんの施策に
取り組めます！

月１万円台でデザイン頼み放題
個人店から上場企業まで導入中

月極デザイン 〈助太刀丸〉
●ビズクルー●

問い合わせ先 043-400-2784

全国の飲食店5300店舗で稼働中の実績あるＰ
ＯＳレジ。新規のご出店やコスト削減のリプレ
イスなど、ご導
入の初期費用を
限界まで抑える
ご提案をいたし
ます。

飲食店専用のＰＯＳレジ
導入費用は０円～！

飲食店専用POSレジ
●ブレイン●

飲食店の経営課題を解決し、事業拡大を全力で
サポート致します。解決可能な経営課題は主に
「Ｍ＆Ａ支援」「好物
件取得」「人材獲得」
「社員定着率向上」
の４つの分野です。
お気軽にご相談くだ
さいませ。

出店から採用・人事評価
Ｍ＆Ａまでお任せください!!

店舗ビジネス成長支援サービス
●ナシエルホールディングス●

問い合わせ先 03-6825-7353

飲食店での複数のクラフトビール提供に適し
た容器（３ℓペットボトル）と専用ディスペンサ
ーを開発。ディスペンサー
は省スペースかつ取り扱い
が簡便で、１台で４種類の
クラフトビールの提供が可
能です。

みんなでつくり、みんなに愛される
「ビールの自由市場」

●キリンビール●

問い合わせ先 03-6837-7218

はらからの逸品（牛たん、油揚げ）

問い合わせ先 03-5843-0858

問い合わせ先 03-3601-7511

クラフトビール専用サーバー
〈タップ・マルシェ〉
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飲食業界に特化した財務分析とコスト適正化
による収益改善を、「財務」のプロである税理士
と「買う」のプロである購買コンサルタントが
タッグを組んでご提案致します。

コスト分析にフォーカスした
財務分析をトータルに提案!!

財務とコストのトータル診断
●TEAM yoko-so ×GeneralPurchase●

問い合わせ先 045-641-2505

シルクの様ななめらかな肉質と上質な脂肪
分、深いコクの地鶏丹波地黒どり。深い旨味と
程良い弾力の肉質の丹波赤どり。臭みがなく
柔らかな肉質の丹
波朝霞どりを紹介
します。

肉質・味わい色とりどり
ヤマモトのブランド鶏

●ヤマモト●

問い合わせ先 0771-25-1451

月額料金３万円（税抜）。初
期費用や解約ノルマなど
は無く、１カ月からレンタ
ル可能です。取り扱いは誰
でも簡単にでき、１時間に
1200 個のスピードで寿司
玉を作り続けます。寿司玉
サイズ指定も対応可能。

世界一小さな「寿司職人」 
お手軽レンタル始めました!!

●トップ●

問い合わせ先  06-6155-6685

“戦う飲食店の味方”
油汚れ用洗浄剤で業務をラクに!!

〈ZEN-KAI〉
●スリーセンス●

地鶏、銘柄鶏

果肉が入ったこだわりのシロップ「本格シロ
ップ」「果肉入りシロップ」シリーズを販売し
ています。冷水にも溶けやすく、サワーなどの
ドリンクやデザ
ートソースとして
幅広くご使用頂
けます。

果肉入りのドリンクで
味も見た目もインパクトアップ!!

果肉入りシロップ
●フードインパクト●

問い合わせ先 03-5282-2156

ワイングラスでおいしい日本酒アワ
ード、全国燗酒コンテストにて受賞！
フルーティーで爽快な香り、スッキリ
とした飲み口、軽い喉ごし。和食はも
ちろん、洋食、中華にもよく合います。
お食事のお供にぜひどうぞ！

冷やで良し！燗でも良し！
和洋中と好相性の「薫る純米酒」

〈越乃梅里 特別純米酒〉
●DHC酒造●

問い合わせ先 025-387-2025

野菜の旨味と程よい酸味が素材の
味を引き立てる中辛のハバネロソ
ースです。ピザ、パスタだけでなく
カレーやハンバーグ、たれ・ソース
の辛さ調整など幅広い料理にお試
しください。

「辛い」はもっとおいしくなる
旨味にこだわったホットソース!!

〈マリーシャープス・ハバネロソース〉ホット(中辛)
●リトル・ベリーズ●

問い合わせ先 03-5790-9725

テング酒場の〈自家製もつ煮豆腐〉と同じもつ
煮をご家庭用サイズに。豆腐とネギを加えれ
ば、ご自宅でお店の
メニューが楽しめ
ます。煮込んでペー
スト状にしたスー
プは、素材の旨みが
溶け込んだ自慢の
逸品です。

これぞ居酒屋の味!!
自家製・濃厚もつ煮込み

〈テング酒場 とろとろもつ煮〉
●テンアライド●

問い合わせ先  03-5825-9275 

イカスミを練り込んだまっ黒な麺にイカや野
菜をたっぷり入れて、塩ダレで炒めるのが美
味しい、海鮮風の塩
焼そば。具と麺を炒
めて塩ダレを絡め
るだけなので、提供
も簡単です。ちなみ
に歯は黒くなりま
せん。

インパクト大なのに提供簡単!!
イカスミ麺の海鮮風塩焼そば

〈イカスミ焼そば 海賊焼〉
●佐野製麺●

問い合わせ先 0558-52-0047

広島県はレモンの生産量日本一。防カビ剤・ワ
ックス不使用で皮まで安心して使って頂けま
す。八朔は幕末から食べ
続けられている貴重な柑
橘で広島県因島発祥。村
上海賊ゆかりの歴史ロマ
ンあふれる柑橘です。

生産量日本一「広島レモン」
広島県発祥「広島はっさく」

●JA広島果実連●

問い合わせ先  03-5492-5434 

独自にブレンドしたスパイスを使ってハム造
りを……弊社はハム造りからこだわったハム
カツを製造しており
ます。種類も豊富に取
り揃えておりますの
で、食卓のいろいろな
シーンでお楽しみ頂
けます。

厚切のハムの旨味とパン粉の
食感が相性よいハムカツです

〈宇都宮ハムカツ〉
●ハガフーズ●

問い合わせ先 028-656-2333

ピザをスムーズにカットするピザ専用のハサ
ミ。ローラーカッターやナイフでは思うように
切れないピザを気持ちよくカット！厚みのある
お好み焼きやホッ
トケーキも OK！
上刃と下刃が取り
外せる為、洗浄し
やすく衛生的！

ピザはハサミで切る時代!!
お客様が好きな形に楽しくカット

〈Pizza ハサミ〉
●ののじ●

問い合わせ先  045-317-5201 

５秒で簡単に売上・利益・仕入れ管理を持
ち合わせた弊社独自のＰＯＳレジ付店舗管
理ソフト〈Ｋ１くん〉。勤怠・レジ機能にも対
応し、料理・接客は
できるが、数字管理
が苦手な方も〈Ｋ１
くん〉1 つで解決で
きます。

現場から生まれた
ＰＯＳレジ付店舗管理ソフト

〈Ｋ１くん〉
●APPLILAB●

問い合わせ先 03-6826-3050

陶器に見えますが、実はア
ルミ製。アルミ製のため、割
れずに半永久的に利用す
ることができます。塗装や
フッ素加工が剥がれてきた
ら、塗り直すことで新品同
様に。割れて買い足すコス
トを大幅に減らすことがで
きます。

割れない！修理可能！だから…
食器代を大幅にコストダウン！

割れずに､修理できるアルミ製食器
●砺波商店●

問い合わせ先  080-8992-2695 

広島レモン／広島はっさく

世界最小寿司マシン〈TSM-13〉

厨房からホールまで幅広くギトギ
トの油汚れをおとします。希釈し
て使うのでコストメリットがあり
作業も簡単。洗浄後はそのまま排
水でき、環境にもやさしい。飲食店
の手間と労力、コスト問題をこれ1
本で解決。

問い合わせ先 03-6264-8670

〈ぐるなび仕入モール〉は、無料で会員登録が
でき、外食・飲食店舗に必要な業務用の食材、
資材がすべてそろい、誰
でも素早く簡単に仕入、
発注を行っていただける
ＥＣサイトです。

早く・安く・便利に注文！
業務用食材・資材のＥＣサイト

●ぐるなび●

問い合わせ先  https://gsmall.gnavi.co.jp/ 

〈ぐるなび仕入モール〉



しっかりとした「のび」にこだわりました。グラタ
ンやピザ、ハンバーグなどにトッピングすると
加熱時に起きるオイルオフ軽減や、冷めた時の
チーズの柔らかさ
と伸びを演出出来
ます。テイクアウト
にも最適です!!

このチーズは冷めても伸びる！
だからテイクアウトにもお薦め!!

〈冷めてものびる3種チーズのソース〉
●中沢乳業●

問い合わせ先 03-6436-8805

オリジナル専用調理器具「焼きパリ！プレート」
を使用して電子レンジ調理するだけでパリッと
した焼き目に仕上がる焼き済み餃子です。「焼き
パリ！プレート」
は製品に内添し
ておりません。弊
社営業部にご連
絡ください。

電子レンジ調理約１分 !!
人気の餃子をスピード提供！

●味の素冷凍食品●

問い合わせ先 03-6367-8617

〈レンジで焼き目パリっと餃子〉
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「なかなかスタッフに想い
が伝わらない」「せっかく採
用しても、店長が上手く教
育できない」……こんなお
悩みございませんか？ 〈モ
チベイ〉なら、スマホで簡単
に組織の理念浸透や教育
の達成を可視化できます。

スマホで簡単､組織の活性化
理念浸透や教育の達成を可視化

人材育成評価アプリ〈モチベイ〉
●キャリラボ●

問い合わせ先 03-4567-6094

飲食店の販促物であるメニュー・ポスター・チ
ラシ・ショップカード・看板等を制作します。
代理店ではございません。規格・撮影・デザイ
ン・印刷・納品まです
べて社内。レスポンス
の良さ、コストパフォ
ーマンスでは負けま
せん。

飲食店販促物全般をご提供
レスポンス・コスパでは負けません

飲食店メニュー
●美鳳クリエイション（メニュー制作工房）●

問い合わせ先 03-5261-3741

秋田比内地鶏卵マヨネーズ各種（オリーブオイ
ル、プレーン、ピンクペッパー、ローズマリー）と、
小ロットオリジナルマ
ヨネーズの受注を承り
ます。

秋田比内地鶏卵マヨネーズと
小ロットＰＢマヨをＯＥＭで

秋田比内地鶏卵マヨネーズ
●あきた雑穀村●

問い合わせ先 0186-67-2510

バーチャルレストランとは、実店舗を持たずデ
リバリーのみで展開するレストランを複数導入
し、プラスαの売上を作る飲食店の副業サービ
スです。またデリバリー上では複数のブランド
の展開が可能であることがポイント！

初期費用０円で――
毎月売上プラス300万円 !?

バーチャルレストランのFC展開
●バーチャルレストラン●

問い合わせ先 03-4500-7507

世界一予約が取れないと言われた
幻のミシュラン三ツ星「エル・ブジ」
の天才シェフ、フェラン・アドリア
とソムリエチームがバルセロナ№１
ビールメーカー「ダム社」とコラボし
て造り出した究極のプレミアムビ
ールです！

あの《エル・ブジ》のシェフが
手掛けた究極のセレブビール上陸

〈イネディット〉
●都光●

問い合わせ先 03-3833-3541

自社にてデザインから製品化まで一貫生産し
ております。日本防炎協会の認証工場で、自社
で防炎加工処理～認
証シール発行まで可能
です。

自社でデザインから縫製まで
日本防炎協会の認証工場で一貫生産

のれん、のぼり、着物などの店舗備品
●三原染工●

問い合わせ先 072-232-6463

タイのスパイスメーカーが作るプラントミー
ト。スパイスのノウハウを活かしたエスニック
系の風味のバーガーパテと、
もっちり食感で様々な料理
に使えるミンチタイプ。しっ
かりした食べごたえのある
プラントミートです。

しっかり食感とエスニック系の
タイ国製プラントベースミート

〈Let's Plant Meat〉
●日本フードサイエンス●

問い合わせ先 03-6382-7730

仕入や売上の集計・レポート機能のほか、ＰＯ
Ｓ・勤怠管理やインフォマートなど既存の利用
サービスと幅広く連携
し、リアルタイムな経営
分析の実現と業務のＤＸ
化を推進します。

飲食店向け経営管理や
予実管理・実績分析サービス

〈ラクミー〉
●ラクミー●

問い合わせ先 050-5362-6085

ゴーストキッチン、昼夜別業態など、変化し続け
るニューノーマルの新ビジネスにマッチした
「外食ニモウサク」のコンテンツとして①全国ソ
ースかつ丼巡り②ソー
スで簡単！絶品洋食③
朝からがっつり朝外食
× バーガー－－の３つ
をご提案、ご案内させ
ていただきます。

変化し続けるニューノーマルの
外食シーンに「外食ニモウサク」を

●ブルドックソース●

問い合わせ先 03-3666-8353

東日本一の養殖生産量を誇るとちぎ生まれと
ちぎ育ちのアユ、また栃木のご当地サーモン
〈プレミアムヤシオマ
ス〉を是非一度ご賞味
ください。

那珂川の恵まれた伏流水で
育まれた安心・安全な養殖魚です

栃木県産アユ・〈プレミアムヤシオマス〉
●栃木県養殖漁業協同組合●

問い合わせ先 080-3208-7322

ブルドックソース 外食ニモウサクのススメ
(ゴーストキッチン、昼夜別業態など)

蔵元屋の店主が米焼酎を樽
に寝かせて独特な方法でブ
レンドし、「人吉」の名前でブ
ランド化して世に送り出した
逸品です。

ウヰスキーでもなく
焼酎でもなく､その酒は……？

「人吉」シリーズ
●りーな21 蔵元屋●

問い合わせ先 0966-24-0122

注文機会の演出から次回再来店に至るまでの
顧客動線をＰＯＰでデザインするサービスで
す。単なるインフォメーション（お品書き）で多
用されがちなＰＯＰで
すが、店舗からのメッ
セージを表現して売上
にも貢献します。

飲食店の「伝えたい」こと
ＰＯＰで速攻解決します！

POPデザインサービス
●メニューデザイン研究所●

問い合わせ先 06-7177-0470
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調理道具から器、什器、店
舗の備品まで、多岐にわた
る商品ラインナップで活
気のあるお店づくりをサ
ポートします。約 6000 点
以上の商品を収録した総
合カタログ「用美」を中心
に商品をお選びいただけ
ます。

天然素材の業務用テーブルウェア
調理道具・ディスプレイ備品を提供

Hotel&Restaurant Food style catalog「用美」
●ヤマコー●

問い合わせ先 0573-75-3470

そらみつは、産地限定のフレッシュでクセの
少ない、どなたにも美味しくお召し上がりい
ただける EX オリーブオイルを厳選していま
す。生育環境により風味の異なるオリーブオ
イルを是非お試しください。

産地限定フレッシュなオイル
和食に合うギリシャ産オイル

●そらみつ●

問い合わせ先 072-479-6888

自社栽培による京都府産九条ネギを自社加工
する事によって新鮮な状態でスーパー様や飲
食店様へお届け致します。
カットは2㎜からオーダー
可能でカップスタイル、FG
袋スタイル等各お客様の
ご要望にお応え致します。

自社栽培による新鮮九条ネギ
収穫したてをお客様の元へ

●農業生産法人 西陣屋●

問い合わせ先  0771-56-8125

グーグル検索の割合が 74％の現代で最重要視
される集客方法がグーグルマイビジネスの上
位化対策。様々な集客サービスがある中、飲食
特化のレジメーカーが開発したＢＭＥは集客
における本質的
な課題を解決し
ます。

需要爆発のグーグル上位化対策
お店をグーグル上でランクUP

〈BME for Google〉
●ブレイン●

問い合わせ先 03-5843-0858

EXオリーブオイル

あまおう苺やとよみつひめイチジク、卵や黒
豆など福岡で採れた農産物を主に使い、無香
料・無着色で仕上げたご当地ジェラートで
す。自社工場で丁
寧に加工し、素材
本来の風味を活か
した商品づくりを
心掛けています。

福岡県福智町生まれ
素材を活かし無香料・無着色

ふくち☆リッチジェラート
●福智ブランドファクトリー●

問い合わせ先 0947-22-4303

お客さんに楽しい時間を堪能し
て頂くために〈ソルマック５（サ
キノミ）〉を活用しませんか。飲む
前食べる前にこの１本で翌朝も
スッキリ。製薬会社が作った飲
む前食べる前専用の胃腸薬。顧
客満足に貢献します。

飲む前・食べる前にこの一本！
製薬会社が作った飲食対策商品

〈ソルマック5（サキノミ）〉
●大鵬薬品工業●

問い合わせ先 03-3293-2102

Withコロナを勝ち抜く、
店舗デザインと経営参
考データ。集客、来店数、
単価、代表メニュー。写
真、ロゴ、図面、設計・施
工費用、設計会社、施工
部材。「居酒屋・焼肉店
舗デザインアワード
2022」受賞作品を収録。

飲食店の設計デザインの書籍
店舗オーナー事業者､必見の本

人気店舗デザイン年鑑2022
●アルファ企画・アルファブックス●

問い合わせ先 090-7817-2025

普段なら捨ててしまうしいたけの軸の部分を
じっくり煮詰めて旨味を最大限に引き出し、そ
こに伊豆天城産のわ
さびの茎を入れた、口
の中でほどける食感
が癖になる甘辛味の
佃煮です。

伊豆天城産わさびの茎と
しいたけの軸の甘辛味の佃煮

●山本食品●

問い合わせ先  055-982-0892 

京都府産九条ネギ

企業間の受注や発注業務を Web 上で管理しク
ラウド化できます。スマートフォンやタブレット
対応はもちろん、いつでもどこでも発注や受注
が可能。レシピ情報もWeb 管理できる「メニュ
ー管理」機能もあります。

フード業界のインフラ的仕組み
飲食運営企業５社に１社が利用

〈BtoBプラットフォーム 受発注〉
●インフォマート●

問い合わせ先 03-5776-1456

現場作業（受発注・日報業務等）をＤＸ化できる
ことが大きな特徴の１つ。かつ最大の特徴はそ
れらの情報を全てつなげ、生産性の向上に大き
く役立てられます。

現場作業をＤＸ化…全てが繋がる
必要な情報が一元管理できる!!

〈master mind〉
●デイドリーム●

問い合わせ先 089-948-9788

「只見町は、日本の自然の中心地」
只見町には世界に誇れる豊かな
ブナの森があります。ブナの森は
おいしい水を育みます。おいしい
水があるからおいしいお米がで
きる。「自然首都・只見」の恵みを
ご賞味ください。

自然首都・只見の恵み
おいしい米を是非ご賞味下さい!!

奥会津只見産米
●～自然首都・福島県只見町～●

問い合わせ先 0241-82-5230

〈しいたけコロリンコロコロリン
わさびと出会ってあぁおいし。〉
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店内の案内だけでなく、配膳・配送もこなせま
す。AI機能でお客様と触れ合ったり、接触しそ
うになれば感知し避
けるなど、数々の機能
を知れば知るほど一
緒に働きたくなるロ
ボットです。

人手不足、非接触時代の救世主
働き者な配膳・配送ロボット

Pudu社 配膳・配送ロボット
●正興サービス＆エンジニアリング●

瑞々しい刺身に、乾いた胡
麻の粒々の食感がからみ、
別次元の一段上の料理を
味わえます。こぼれても服
が汚れず、刺身醤油で食
べるよりも減塩になり、ご
飯や、お肉にもおいしくご
利用いただけます。

世界初､刺身を胡麻で食べる
別次元の旨さがございます!!

●セサミライフ●

問い合わせ先 058-379-6508

予約／顧客台帳サービスをはじめ店内モバイ
ルオーダーやAI 電話対応サービスなど、飲食
店のオペレーション・売上の構造・コストに変
化をもたらし、
この時代を勝ち
抜く強いお店づ
くりをサポート
するサービス多
数展開です。

今を勝ち抜く強いお店を作る
飲食店経営・運営支援サービス

●トレタ●

問い合わせ先  https://email.toreta.in/20220119

天候に左右されず、工場内での栽培につき、安
定供給、安定価格で供給できます。しかも、農薬
を使う事もなく、泥汚れもない水耕栽培なの
で、洗わなくてもその
ままご使用できます。
これまでの下処理作
業が軽減されます。

無農薬栽培野菜を安定供給
安定価格でご提供します!!

植物工場産野菜
●北陸機材 スマイルリーフ スピカ事業部●

問い合わせ先 076-461-3955

〈刺身用ごま〉

私達は、内装工事から販促物にいたるまで、
オーナー様の思い描く世界でたったひとつ
の空間をトータルプロデ
ュースいたします。お客
様の心に残る〈世界でた
ったひとつだけの空間創
り、FACTOR〉です。

世界でたったひとつの
空間作りへのチャレンジ

店舗デザイン・施工
●FACTOR●

捕獲後の迅速な処理にこだわった野生肉はク
セが少なく、和洋中を問わずどんなお料理にも
適します。ジビエ特有の季節感あふれる風味
をお楽しみいた
だくため、通年で
のご利用をおす
すめします。

ジビエで四季折々の一品を
奥大山の天然水育ち

奥大山地美恵（ジビエ） 鹿肉／猪肉
●ほうきのジビエ推進協議会●

問い合わせ先 080-2894-2608

「匠の大山鶏」は国内最高クラスの衛生設備
で熟練の職人が解体する銘柄鶏です。その他
取扱品多数、仕込の手間を省
く食肉の一次加工、下処理も
お任せください。午前１時ま
でのご注文を自社冷蔵車で
即日配送致します。

“鳥取県産”を謳える
唯一の「大山どり」がこれです！

匠の大山鶏
●プレコフーズ●

問い合わせ先 03-5763-3009

北海道産昆布を丁寧に炊き
上げました。ご飯のお供、おに
ぎり、お茶漬けだけでなく、和
え物やチャーハンなど様々な
料理に合うチャック付き大容
量タイプの塩こんぶです。塩
こん部長がおすすめメニュー
も検討します！

塩こんぶでびっくらこん！
色々な食材に手軽に使えます

〈くらこん塩こんぶ〉145ｇ
●くらこんホールディングス●

問い合わせ先  072-856-2701

あの国民的アニメ「銀河鉄道999」
のヒロイン、メーテルからの贈り
物。ロングセラー商品〈古酒くら〉
とのコラボレーション泡盛です！
芳醇な味わいとフルーティな香り
で、ロックやハイボールにして飲
むのがオススメ！カットレモンを
加えると更にうまい！ひと口飲め
ば“メーテルにくらくら”!!!

ひと口飲めば……
“メーテルにくらくら”

〈銀河鉄道999 メーテルのくら〉
●ヘリオス酒造●

問い合わせ先 0980-52-3372

沖縄もずくの新芽で、完熟する一歩手前で収
穫されます。独特のヌメリとコシのある食感、
みずみずしさが自慢です。島内工場で丁寧に
異物除去、きれいに洗
浄されているので、洗
わずにそのまま調理
できます。

食感とみずみずしさが違います
プレミアムな早摘み生もずく

●ちゅらゆーな●

問い合わせ先  098-917-5980

黒い艶が美しい、愛知県産無農薬きくらげ。自
然に近い環境で栽培し、きくらげの生命力を
刺激した肉厚さが
特徴。ビタミンＤや
食物繊維が豊富で
昨今ＴＶ等でも話
題の食材。和食、洋
食等へのアレンジ
もおもしろいです。

弾ける食感､これぞ国産！
薬膳の王様「きくらげ」

愛知県産きくらげ ＧＡＰ認証品
●ホンダロジコム 春日井ファーム●

問い合わせ先 080-6902-8356

おいしくて価値の感じる一杯に仕上がります。
原価派ならパウダー茶！ 簡単派ならティーバ
ッグ（ＴＢ）！ 仕様・味わ
い等こだわり派ならオリ
ジナル対応 !! 拡大中です
!! 加工飲料以外の全ての
素材で店舗様に最大限貢
献し続けて行きます。

こだわり派にはＰＢ対応!!
オペレーションに応じたご提案

即鮮緑茶葉茶シリーズ
●茶葉茶本舗●

問い合わせ先  03-5348-9371 

日本の在来馬の原型と言われている内モン
ゴルの草原で育った蒙古草原馬。大自然の中
で自生している牧草や
ハーブを食べてストレ
スフリーで育ってます。
蒙古草原馬は「味が濃
い」のが特徴で日本人
が好む味わいです。

モンゴルの大自然で
のびのびと育ちました

蒙古草原馬 馬刺し
●ミートファーム●

問い合わせ先 044-276-8490

連日満席！大繁盛の理由は客単
価3000円の「焼肉空白市場」。コ
ロナ禍でも25 坪月商 1300 万円
超え！お客様も従業員も安心安
全なエンタメ酒場！投資回収１
年以内も可能なフランチャイズ
加盟店の募集です！

元祖！レモンサワータワーと
仙台ホルモンのエンタメ酒場

0秒レモンサワー® 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭
●GOSSO●

問い合わせ先  03-6316-8191 

沖縄県伊是名島産早摘み生もずく

〈トレタ〉

問い合わせ先 092-411-4761

問い合わせ先 0197-72-5562

©松本零士・東映
アニメーション



〈口コミコム〉は、Googleマップをはじめとした地
図アプリや口コミサイトでの店舗情報を整理し
一括更新できると同時に、口コミをＡＩ解析して
店舗の問題点を把握し業務改善に活かせるＤ
Ｘサービスです。

口コミの監視と分析を
もっと深く、カンタンに

〈口コミコム〉
●mov●

問い合わせ先 080-7412-3210

伝説のホップ「ソラチエース」
を樽生10ℓにて絶賛発売中 !! 
1984年、北海道上富良野生ま
れ。世界に誇る伝説のホップ
「ソラチエース」。世界に誇れ
る伝説のホップが醸す、凛と
して香り立つ味わいのエー
ル・ビールです。

世界に誇れる伝説のホップが醸す
凜として香り立つ味わいのエール

●サッポロビール●

問い合わせ先 03-5475-0605

〈SORACHI 1984〉樽生10ℓ
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〈割る緑茶〉は豊かな自然
で育った白川茶を特殊な
製法で濃縮しました。水、
お湯で割るのはもちろん
焼酎の緑茶割りに最適
です。その他牛乳や炭酸
割り、天ぷらなどの料理、
和洋菓子にもお使いくだ
さい。

豊かな自然で育った白川茶
お店の焼酎の緑茶割りに!!

〈割る緑茶〉
●ホラシン●

問い合わせ先 0574-72-1489

〈ZEROレジ〉は、お客様のスマ
ートフォンで注文するモバイ
ルオーダーシステムを採用。１
台の端末でテイクアウト・デリ
バリーにも対応。ニューノーマ
ル時代の飲食需要の全てに対
応するオールインワンシステ
ムです。

あらゆる業態に対応する
モバイルオーダーシステム

〈ZEROレジ〉
●XERO●

問い合わせ先 03-6811-2211

学校の近くを流れる能生川に遡上した鮭を丸
ごと醤油麹で仕込んで発酵させました。鮭魚醤
〈最後の一滴〉の特徴は、
ズバリ生臭くなく旨味た
っぷりなことです。料理に
ひと匙加えるだけで美味
しさがワンランクＵＰし
ます！

生臭くなく旨味たっぷり!!
新潟海洋高校生開発の鮭魚醤

〈最後の一滴〉
●能水商店●飲食店様に特化した電気代削減のノウハウを

持っております。一般電気工事も受け持ってお
り、電気に関することで
あれば全般、ご相談にの
れます。

自由化切替後もさらに削減可
最大35％の削減が可能です!!

電気代削減のご提案・一般電気工事
●アークインターナショナル●

問い合わせ先 03-3299-5111

高級サクラチップで丁寧に燻製してあります。
ほたるいか独特の旨みに加え、燻製のほのかな
香りが上品な後味にな
っています。軽くあぶる
とさらにおいしさアッ
プ！ 日本海の春を告げ
る味を提案いたします。

炙るとおいしさアップします!!
日本海産ほたるいか素干し燻製

〈日本海産 燻製ほたるいか〉
●拓洋水産工業●

問い合わせ先 025-567-2278

〈茜茶〉は、有機小豆より抽出し
たあずき茶です。小豆はポリフ
ェノールやカリウムを多く含
んでおります。色味も綺麗な茜
色ですので、見ても良し飲んで
も良し。緑茶ハイ、ウーロンハ
イ、茜茶ハイなどに是非おすす
めです。

有機小豆より抽出したあずき茶
スッキリおいしい「茜茶割り」に

〈茜茶〉1ℓ
●遠藤製餡●

コロナ対策として、お客さ
んへ検温するだけでなく、
人工知能（AI）による顔認
証技術により、従業員の勤
怠管理など、さまざまな拡
張が可能です。

人工知能（AI）の顔認証技術を
活用した高速検温装置です!!

AI検温モニター・高速検温システム
●sound net office●

問い合わせ先 090-3909-1450

良質の二条大麦だけを原料に、
樫樽で５年以上寝かせた長期
貯蔵の麦焼酎です。ふくよかな
薫りと、甘くまろやかな味のひろ
がりが料理の美味しさを引き立
てます。完全料飲店様限定の本
格麦焼酎をお楽しみください。

料飲店様限定!!
その黒は「プレミアム」の証

〈神の河Black〉
●薩摩酒造●

問い合わせ先 0993-72-1231

問い合わせ先042-391-6215

飲食業界に革命を起こす！――LINEマーケテ
ィングツール〈Lステップ〉×LINE公式アカウン
トでセグメント配信・顧客管理・予約対応・問
い合わせ対応自動
化／初期構築代行・
運用支援します。

未だかつてない衝撃ここにあり！
最先端の集客ツールを体験せよ!!

LINEマーケティングサービス
●とうほく未来プロジェクト●

問い合わせ先 090-4478-1094

〈生鮮カットぶなしめじ〉〈冷凍（IQF）カットぶ
なしめじ〉〈ぶなクイーン（大粒ぶなしめじ）〉〈ぶ
なペースト〉……料理の
準主役的な存在である
ぶなしめじが主役を飾れ
るほど、おいしくなるメ
ニュー作りのヒントを提
供します。

カットぶなしめじメーカーによる
和洋折衷アイデア料理提案

しめじマン進之介による“ぶなしめじメニュー”
●ミスズライフ●

シリーズ累計販売 100 万本突破！ 農
場発 九州果実にこだわった本物の
“果実シロップ”。ドリンクに少量入れ
るだけで果実本来の美味しさを実現。
1 本で約 25 杯分！ ノンアルコールの
ため様々なドリンクに応用可。

果汁率80％の果実シロップ
差別化に繋がる！本物のおいしさ

〈九州果実シロップ デコポン〉
●福田農場●

問い合わせ先 0966-63-8500

●能生商工会●

問い合わせ先 025-556-6950

問い合わせ先 026-257-1030
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京都の真北、日本海に面した福井県
小浜市にある小さな酒蔵です。ほと
んど全ての工程を手作りで行う地酒
蔵。原料となる酒米は全て福井県小
浜市産です。とても綺麗な水に恵ま
れた場所で造る日本酒を是非お楽し
みください。

地元の米と水で出来た地酒
福井県小浜市唯一の酒蔵です

〈清酒 わかさ〉
●小浜酒造●

問い合わせ先 0770-64-5473

あんなのが欲しい！こん
なのが欲しかった！など、
ざっくりしたイメージで
も大歓迎！スタッフ２名
で活動している小さなデ
ザイン事業部ですがお客
様と一緒により良いもの
を作っていきます。

美味しそうな料理イラストや
メニュー表、ポスター作成します！

●馬喰ろう デザイン事業部アユミオデザイン●

業界初！業態チェンジ＆ゴーストレストランＦ
Ｃ特化型のフランチャイズマッチングアプリ。
既存店ありきの商談なので
開業もスピーディ。あなた
のお店の立地にあった業
態がＦＣ本部から提案され
ます。

～飲食店に辞めない選択肢を～
立地にあった業態を提案します！

●Goodmarket&shops●

問い合わせ先 03-3710-2091

熱い油をそのまま、ろ過作
業することができ、熱い油
の石鹸作用を用いて、ろ過
時の油流のみでフライヤ
ー内部も洗浄できます。専
用ろ過フィルターを使用
することにより、30％以上
（自社調べ）廃油サイクル
を伸ばせます。

熱い油をそのままろ過できる！
簡単操作で油をリフレッシュ

ECOSAS油ろ過機
●ASPiA●

北米五大湖の１つ、エーリ湖で獲れる100％
天然のわかさぎをバラで急速冷凍をかけた
ＩＱＦ（Individual 
Quick Frozen）仕
様。サイズは２Ｓ（１
匹長さ7.5～10㎝）。

北米五大湖のエーリ湖で獲れる
100％天然のわかさぎ

カナダわかさぎ
●セブンシーズ●

問い合わせ先 078-303-1271

日本全国 70 社以上のブルワリーからクラフト
ビールを選び、購入した商品は産地直送でお届
け。特殊な機材・電気・ガスを必要とせず、新
鮮な樽生クラフトビ
ールをポータブルサ
ーバーから注いで
楽しめる通販サー
ビスです。

日本全国のクラフトビールを
ポータブルサーバーで楽しめる

ビールの縁側
●原田産業●

問い合わせ先 03-5219-8815

環境にも体にもやさしいサステイナブルな
食材「昆虫食」。設置するだけで手軽に始めや
すい「昆虫食ガチャ」か
ら、粉末、スナック、お
酒、乾燥・冷凍食材ま
で。日本最大級の品揃
えで昆虫食をご提案い
たします。

環境にやさしい話題の食材
「昆虫食」を手軽に導入!!

食用昆虫
●アールオーエヌ●

問い合わせ先 048-434-5352

商品開発・納品から請求まで
飲食店向けソリューションです!!

〈ロカルメオーダー〉
●スパイスコード●

〈RE:STORE（リストア）〉

高収益 FL55％の焼肉酒場フランチャイズ。職人いらず、ＰＡ中心の少人数運営
が可能で人手不足時代にマッチした持続可能型ビジネスモデルです。経験豊富
な強い本部チームがサポートします。郊外・繁華街両方ＯＫです。

蛇口レモンサワー・焼肉ホルモンたけ田フランチャイズ
●ミナモト●

問い合わせ先 04-2963-4066

職人レスの蛇口サワーの焼肉酒場
郊外でも大盛況！業変で売上倍増

たばこを吸う人も。吸わない人も。誰もが共に
落ち着く理想的な分煙環境。スタイリッシュな
筐体は天然木製パネルとガラス張りのシンプ
ルデザイン。厚労省の技術的基準を全てクリ
ア。もちろんテナントでも設置が可能です。

ダクト工事不要！組立設置１日
ストレスフリーな分煙環境を

喫煙ブース 〈スモークポイント〉
●はとバスエージェンシー●

問い合わせ先 03-3298-5571

問い合わせ先 03-5830-7560

セントラルキッチン、食品工場、卸売業者、物流
センター等のサプライチェーン全体をシステ
ムでシンプルかつシームレスにワンストップ提
供します。商品の開発、納品から請求まで、すべ
て〈ロカルメオーダー〉におまかせを。

問い合わせ先  03-6822-6354 問い合わせ先 03-3501-8348

メニュー表・ポスター・イラストのデザイン作成



インスタグラムは今や検索ツール。インスタグラ
ムを利用してお店を探す人が急増！でも何をす
ればいいかわからない……そんな悩みを解決す
るこのアプリ。コ
スパは最強です。
日本最大級のこの
サービスを是非お
試し下さい。

インスタグラムで宣伝 !!
１万社が利用するサービスです！

〈トリドリマーケティング〉
●トリドリ●

問い合わせ先 03-6892-3591
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店内モバイルオーダーで安価にセルフオーダー
の導入が可能に！非対面対策により、安心安全
提供へ飲食店をサポートいたします。テーブルオ
ーダーとの連動で完全キャッシュレス化による
業務効率の実現へ。自動精算機との連動もでき
「現金」の対応も可能な仕組みも提供いたしま
す。テイクアウトオーダーやデリバリーオーダー
の受付機能もあり、コロナ禍での売上アップのツ
ールとしてご利用いただけます。2021年 4月から
本格発売による「0円モニター」を募集致します。

これからの時代に通用する
店舗運営を提案いたします

テーブルオーダー/モバイルオーダーの連動へ
●クロスドリーム●

問い合わせ先 03-5362-9222/info@cross-dream.co.jp

予約管理・顧客管理・ウエイティング・
デリバリー注文管理・ホームページか
ら外部メディアとのデータ連携、ＰＯＳ
連携までまるっと管理！お店とユーザ
ーのあらゆる接点に対応し、お店のＤ
Ｘ化を実現します！

外食業界に「今」必要なＤＸ
ワンストップで支援します!!

GATEシリーズ
●イデア・レコード●

問い合わせ先 050-8882-5743

牛肉は岐阜県産黒毛和牛の銘柄牛である飛騨
牛にこだわり、サクサクのパン粉で仕上げた旨
味たっぷりの
コロッケです。

サクサク衣で旨味たっぷり
飛騨牛を使用したコロッケ

〈飛騨牛コロッケ〉
●大栄食品●

業界初！ 登録支援機関が実際の支援業務を元
に開発した特定技能外国人管理・申請・届出・
支援システム。社外のサービスを使わずに自社
内で支援を完結し、特定
技能外国人雇用に係る
外注費のスリム化を実現
可能にします。

特定技能所属機関による
自社支援を強力サポート

●広済堂ビジネスサポート●

問い合わせ先 03-3438-1185

問い合わせ先 058-388-2366

近畿大学が長年研究を進めて配合した養殖
魚。ブリとひらまさを掛け合わせ、メリットのみ
を追求した魚で
す。ブリの旨味と
ひらまさの触感
が楽しめる魚と
なっております。

近大生まれのブリヒラ!!
旨味と触感が味わえる養殖魚

近大生まれ 養殖ブリヒラ
●ニシウオマーケティング●

問い合わせ先 03-3555-3764

TalentAsia
～特定技能所属機関自社支援サポートシステム～

1948 年創業、人々に愛される酒造りを理念と
して、主要銘柄が全国に多くのファンを持つ
蔵元です。泡盛 600 年余の歴史と技法を受け
継ぎつつ、新しい技術を取り入れより良い泡
盛造りを目指しています。

フルーティーで爽快
上品にして上質な味わい

〈琉球泡盛 残波〉
●比嘉酒造●

問い合わせ先 098-958-2205

〈ネクシィーズ・ゼロシリーズ〉は、一括では購
入しにくい厨房機器や、リプレイスが難しい
照明・空調などの業務用設備を、初期費用を
かけずに導入できるサービスです。リスクなく
最新の省エネ設備を導入いただけます。

初期費用無料で省エネ設備や
厨房機器をレンタルできます!!

〈ネクシィーズ・ゼロシリーズ〉
●ネクシィーズ●

出来立ての商品を冷凍することで商品として
最も美味しい状態でお届け致します。麺類のこ
とならなんでもご相
談下さい。

小ロットからＯＥＭ承ります！
最小ロット30㎏～！

生麺類の製造販売
●豊国ヌードル●

問い合わせ先 0743-59-2906 問い合わせ先 03-5459-7921
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無農薬、水耕栽培で大事に育てたフリルレタス
とリーフレタスです。水耕栽培特有の葉の先ま
で水々しく噛むとシャキシャキと気持ちの良い
音がし、保存期間も
10～ 14 日ほど可能
です。品種は３種類
育てています。

サーフィンの町で大事に育った
私達自慢の愛しのレタスちゃん

一宮町特産品フリルレタス
●ファーストライフ●

問い合わせ先 0475-36-5075

個人のお客さまから上場企業まで様々なクラ
イアントに対して様々な業態のお手伝いをさ
せていただいておりま
す。お店のことで何か気
になることや困った事が
ありましたら気軽にご相
談して下さい。ご連絡お
待ちしております。

ちょっと行ってみようか。居心地良いよね。
そんなお店づくりを一緒にしてみませんか？

●デザイン レーベル ノット●

問い合わせ先  090-3436-9483

世界初、光触媒製品での新型コロナウイルス不
活化 99.99%！従来の光触媒の緩慢な反応に
対し本製品は瞬時に反
応、60万分の1になり、10
分以内に検出不可へ。関
西文化学術研究都市機
構より優秀特許のお墨付
きです！

接触感染のリスク限りなくゼロへ 
特定ウイルス不活化99.99%!!

〈WO3型光触媒ルネ〉
●IKRS JAPAN●

問い合わせ先 03-6672-1924

ウイルスが脅威の時代に多くの施設で採用。衛
生管理上のリスクとなるウイルスや細菌の不
活化や、気がかりな“不快な
臭い”も分解。５年の効果で
費用対効果抜群。これから
の安心な店づくりのベーシ
ックスタイルです。

ウイルス時代の新常識！
店丸ごと抗ウイルスコーティング

抗ウイルスコーティング 〈SKYBE783〉
●はとバスエージェンシー●

問い合わせ先 077-514-1102

物件・内装・備品・食材・飲料・什器・販促・
流通・税務・法務・コスト削減（水道光熱費、
家賃、ゴミ）・USEN・衛生管理・害虫駆除・
人材採用・教育・
ビールサーバー洗
浄・シフト管理な
どほぼ全てを網羅
しています。

飲食経営に必要なあらゆる分野の
プロがお悩みを解決します!!

●飲食店サポート情報クラブFOC●

問い合わせ先 03-5778-9806

人手不足の解消に！
多機能モバイルオーダーとセルフ会計

飲食店様向けセルフオペレーション
●東芝テック●

省人化に向けた店内オ
ーダーはもちろんの事、
事前注文、デリバリー注
文に対応可能なモバイ
ルオーダー。更に前払い
でも後払いでも対応可
能なセルフレジ等を展
示致します。エリアを問
わずご提案可能です！

問い合わせ先  03-6830-9259 

店舗デザイン・建築デザイン設計

40社以上の飲食業界のプロが集まった
ソリューションサービス

〈AMGHバーナー（遠赤外線炭火バーナー）〉
は従来のバーナーのガス臭さが消え、炭火と
同様の遠赤外線の効果
を出します。魚や肉、珈
琲、野菜、スープ、アイス
等。驚きと感動を体験し
てください。

第6回はだのブランド商品認定
遠赤外線炭火バーナーで差別化を

〈AMGHバーナー（遠赤外線炭火バーナー）〉
●菜の花商事●

問い合わせ先 0463-75-1930

売れる空間づくりのプロ集団として、販促アイ
テムのレンタル、販売、ショップやイベントブー
スの企画、設計、施工、アフターフォローまで豊
富なノウハウをベース
にお客様ビジネスを
強力にバックアップし
ていきます。

あらゆる空間をワンストップで
プロデュースいたします！

●アディスミューズ●

問い合わせ先  03-3865-9321 

総合ディスプレイ企業

〈LINE 公式アカウント〉は飲食店の集客にピ
ッタリ！★初来店客へ配信、リピート来店を促
進★開封率・即時性が高く「その日」の集客に
強い★無料で全機能を活用（月間のメッセー
ジ配信が 1000 通までの場合）──といった特
徴があります。

お店のリピーター増やすなら！
〈LINE公式アカウント〉

〈LINE公式アカウント〉
●LINE●

問い合わせ先 https://www.linebiz.com/jp/contact/

当社取り扱いのワインセラー「ブリリアントシ
リーズ」は、ワインのラベルが見えるディスプ
レイセラーです。見た目だけではなく、オペレ
ーションがしやすい棚の形状により機能性に
優れていて、幅広く活躍しています。

デザイン性・機能性に優れた
“魅せる”ワインセラー

ワインセラー
●グローバル●

問い合わせ先 03-5251-3818

分子調理器ドクターフライの新製品〈Dr.Fry
2s〉登場！フライヤーに設置するだけで揚げ
物を美味しく！ヘルシーに！電波の強さを変
更できる 4 モード搭載。進化した新型電極パ
ネルで油のコストダウンも可能！

揚げ物をさらに美味しく！
分子調理機器〈Dr.Fry2s〉

〈Dr.Fry2s（ドクターフライ2s）〉
●ドクターフライジャパン●

問い合わせ先 0800-888-6661


