
住まいと暮らしの総合商社佐藤商会 
情報力と提案力で今、求められている商品を生活者のもとへ。 



会社概要 

【会社概要】------------------------------------------ 

●商号   株式会社佐藤商会 

●所在地  新潟県新潟市西区流通センター 

      4丁目5番地2 

      TEL 025-260-1331 

      FAX 025-260-1330 

●役員   代表取締役 佐藤春雄 

●創業   昭和21年 

●取引銀行 第四銀行流通センター支店 

●敷地   約1200坪 

●事務所  100坪×2F 

●倉庫   300坪×2F 

 

 

【沿革】----------------------------------------------- 

昭和21年 新潟市本町8に家庭金物卸売商として創業 

昭和22年 9月20日株式会社佐藤商会設立 

昭和36年 新潟市米山に移転 

昭和59年 新潟市流通センターに移転 

平成09年 10月ボーダフォンショップ大学前OPEN 

     （現在はソフトバンク大学前） 

平成11年 11月生活雑貨アンジュール近江店OPEN 

平成13年 12月生活雑貨アンジュールアピタ亀田店
OPEN 

平成15年 4月生活雑貨アンンジュール松崎店OPEN 

平成18年 11月生活雑貨アンジュールアピタ西店
OPEN 

平成19年 ソフトバンクアピタ新潟亀田店OPEN 

平成21年 ソフトバンク2店舗を㈱ベルパーク様に売却 

 
 

 

 

【所在地】--------------------------------------------------- 
㈱佐藤商会 
新潟市西区流通センター4丁目5番地2 
TEL025-260-1331 FAX025-260-1330 
* 受付時間：土・日・祝日を除く9:00～18:00 
 
アンジュール 近江店 
新潟市中央区上近江3-9-37 
ＴＥＬ025-280-0666 
営業時間10時～22時 / 定休日 年中無休 
 
アンジュール アピタ新潟亀田店 
新潟市江南区鵜ノ子4-466 アピタ新潟亀田店2F 
TEL 025-385-8001 
営業時間 9時～21時 / 定休日アピタ新潟亀田店様に準ずる 
 
アンジュール 松崎店 
新潟市東区新松崎3-2-7 
TEL 025-250-8808 
営業時間 10時～22時 / 定休日 年中無休 
 
アンジュール アピタ新潟西店 
新潟市西区小新字白鳥474番地 アピタ新潟西店1F 
TEL 025-250-8808 
営業時間 9時～21時 / 定休日 アピタ新潟西店様に準ずる 
 
 
【主な販売先様】-------------------------------------------- 
・生活雑貨店     ・インテリア 
・家具店       ・ギフト 
・百貨店       ・GMS 
・スーパーマーケット ・ホームセンター・通販 
・ネットショップ 
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①リテールサポート機能 

お得意先様の繁栄が弊社の繁栄につながる
と考える佐藤商会では、直営店で得た情報
を基に、売れ筋商品の提案、魅力ある売場
づくり、お得意先様個々の前年実績による
現状分析など、販売機会を逃さないよう、
的確かつ迅速にきめ細やかにコンサルティ
ングを行います。 
 

 

 

 
②商品供給物流機能 

価格競争にならないオリジナル性の高い商
品を積極的に取り入れ、他にはない魅力的
な商品を扱っています。 
 
ロスの少ない受発注システムを構築し、万
全な配送体制を整え、運送会社様との連携
により小売店様の要望に迅速に対応します。 

 

 
③企画開発機能 

直営店で培った豊富な経験を活かし、新し
く店舗を構える事業者様へ具体的な売場づ
くりのフォローや、ニーズに対応した品揃
え、販促企画の提案を行っています。 
実績に基づいた経営・販売ノウハウの提供
は、事業者様へ効率と共に安心感を届けて
います。 
また、既存の販売スペースを活用した新ア
イテムによる売場づくりは、新しいター
ゲットの開拓にも効果を発揮しています。 

 

【情報と提案力】 



佐藤商会にできること② 

■雑貨屋をOPENさせるために 

弊社は直営小売店、「生活雑貨unjour（アンジュール）」を4店舗運営しております。 

店舗レイアウト、什器の作成から商品選定、POSレジのシステム運用に至るまで、お客様と打合わせしながら進めさせて頂いております。 

また、OPEN後も日々、営業フォローを致します。 

メーカー新商品情報や売れ筋商品の情報なども常に発信しております。 

 

■オリジナル商品開発 

中国を中心に工場を探し、お客様のご要望に合った商品をOEM開発致します。 

 

 

 

 

●海外メーカー日本代理店業 

 

 

     AIDA（アイーダ）/デンマーク 

 aida社は、1953年に「ANCHER IVERSEN」の名で設立されました。以後50年以上にわたって、レベルの高い職人工芸の伝統を重んじ
ながら、庶民の日常生活に欠かすことのできないテーブルウエアを作り続けています。  

デイナーセット、グラス、カトラリー、キッチン用品、ギフトに至るまで、良品質で機能的な「デイリーデザイン」の商品開発と、価格
最大限バリューでの市場供給を目指しています。  

 

 

      Poul Pava（ポール・パヴァ）/デンマーク 

デンマーク、ボンホルム島を拠点に活動中のアーティスト、ポール・パヴァ。”誰もが秘める子供心”を、彼独特のモチーフでナイーブか
つ自発的に表現し、その奔放で色彩溢れるエネルギーが人々に喜びと幸福感を与えてくれます。 「アート」というと、美術館で少し距
離をおいて鑑賞するようなイメージをもたれる傾向がありますが、ポールにとってのアートとは、包まれて暖かい気持ちになれる「愛
情」そのもの。「ポールアート」はデンマーク国内で大人気となり、作品はオリジナル絵画にとどまらず、キャンパスプリント、ポス
ター、ポストカード、メモリーゲーム、そして陶器やテキスタイルのプリントデザインへと精力的に広がっています。  

 

 

 

 

 



取扱カテゴリー 

 
●家庭用品-------キッチン・サニタリー・バス・アロマ 

●文房具----------ノート・筆記具・アルバム・ポストカード 

●インテリア-----収納用品・ファニチャー・ファブリック・室内装飾 

●食品------------コーヒー・紅茶・調味料・お菓子 

●園芸------------鉢カバー・栽培・農業用品・如雨露・ホースリール 

●服飾------------鞄・ウェア・装飾品 

●電化製品--------調理家電・暖房機器 

●ギフト----------カタログギフト 

●住設機器--------流し台・洗面台・風呂・ガス機器 

 

 

 

 

 

 

 



取扱メーカー 

 
㈱アーティミス ㈱井澤コーポレーション カナカン㈱ ㈱香彩堂 

アートナップ㈱ ㈱イシダ ㈱かなる コクヨ北陸新潟販売㈱ 

㈱アートプリントジャパン ㈱逸品社 ㈱カプリ 五洲薬品㈱ 

㈱アート・ラボ ㈱イデアインターナショナル カメヤマ㈱ ㈱コスミック 

㈲アーニー ㈱イナム ㈱カラーズ ㈲コダマカンパニー 

㈱アイアップ 伊吹物産㈱ ㈱コーヒー乃川島 ㈲こどものかお 

アイコレクション 今井タオル㈱ 川辺㈱ ㈲コベントガーデン 

㈱アイザワ イワタニ・プリムス㈱ (有)キーストーン ㈱コラゾン 

アイリスオーヤマ㈱ 岩谷マテリアル㈱ ㈱キシマ コラムジャパン㈱ 

㈱青芳製作所 ㈱インターフォルム 北日本物産㈱ コンテックス㈱ 

青山眼鏡㈱ ㈱インタープランツネット ㈱キャロットカンパニー ㈲コント・ド・フランス 

㈱アオヤギコーポレーション ㈱インテリア ㈱キュービックカンパニー ㈱コンフォートスタイル 

旭金属㈱ ㈲ウェーブ ㈱共和商会 サーモス㈱ 

㈱アシスト 内野㈱ ㈱キントー ㈱斎王 

㈱アセント ㈱ウッドストック ㈱クーリア ㈱サエラ 

㈱アクセス 内海産業㈱ クオバディス・ジャパン㈱ 笹川陶器㈱ 

㈲アクセント ㈱エクセス ㈱クオリティー 佐藤金属興業㈱ 

㈱アクティブ ㈲エスアールジー (有)倉敷意匠計画室 佐藤商事㈱ 

㈱アクティブコーポレーション ㈱エストゥエス ㈱クラックス ㈱サハラ・インターナショナル 

㈱アスコット (有)エスピー・アーム ㈱グランドール ㈱サブヒロモリ 

㈱アスプルンド ㈲エトランンジェデェコスタリカ グレース㈱ ㈱サンアロー 

アデリア㈱ ㈱エビスヤ (有)グロー ㈱サンタン 

㈱アペックスハート ㈲ｴﾌ･ｹｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱クローズピン ㈱三陶 

㈱あまの ㈱エフタイム ㈱グローバルアロー ㈱サンハーティネス香産 

㈲アル・アール ㈱エルツインターナショナル ㈲グローバルビレッジ サンベルム㈱ 

㈲あわーど ㈱エンポリオ ㈱グローバルプロダクツプランニング ㈱サンヨーコーヒー 

㈱アントレックス ㈱大泉物産 グロリア㈱ ㈱サンレモン 

㈱イーエフインターナショナル 大西賢製販㈱ ㈱ケイコーポレーション ㈱サンレモンウイング 

㈱イエロースタジオ ㈱大橋新治商店 ㈱ケイス ㈱サンワ 

㈱池村商会 ㈱お世話や ㈱ケーアイ ㈱三和通商 

㈱イコール ㈱小柳産業 ケップラボ㈱ ㈱三和トレーディング 

㈱イサムコーポレーション ㈱カザ ㈱現代百貨 シイノ通商㈱ 



取扱メーカー 

 
㈱GSIクレオス ガーグル 東洋ケース㈱ ㈱パラデック 

㈱シークインターナショナル ㈱Z&K 東洋佐々木ガラス㈱ パラドックスロンドン・ジャパン㈱ 

㈱シーズコア ㈱大一アルミニウム製作所 ㈱トランジット ハリオ㈱ 

㈱ジーピークリエイツ ㈱大同 ㈱ドリームワールド ㈱ハンモック 

㈱シービージャパン ㈱大香 ㈱トレードワークス ㈱ビー・インターナショナルグループ 

㈱シエル ㈱ダイヤコーポレーション ㈱中谷 ㈱ＰＨＡ 

㈱GEL DESIGN 高桑金属㈱ ㈱ナガクラ ㈱ＰＣＭ竹尾 

㈱志成販売 ㈱タカタレムノス ナトゥーラ ㈱ピープル 

(有)ジップコーポレーション 髙橋商店 南海通商㈱ ㈱美健 

㈱シモジマ商事 ㈱タケイ 新潟酒販㈱ ㈱ピクニック 

㈱シューズセレクション ㈱竹内 社会福祉法人新潟太陽福祉会 ㈱ビセラ製作所 

㈱成願 ㈱ダッドウェイ ㈲新潟刃物 ㈱ファーストページ 

㈱正和 ㈱ダルトン ㈲新津興器 ㈱フィッツコーポレーション 

㈱ジョイラッククラブ ㈱ちどり産業 ㈲ニコット ㈱フォーシーズン 

㈱白井産業 ㈱チャーリー 日繊商工㈱ ㈱ブームデザイン 

進展工業㈱ ㈱ヂャンティ商会 ㈱日本海 ㈱フジノス 

㈱伸和 ㈱津田商会 ㈱日本香堂 富士琺瑯工業㈱ 

㈲スイッチスタンス ㈱包む ニッポンスリッパ㈱ 不二貿易㈱ 

㈱スーパープランニング ㈱ディーディーインデックス 日本緑茶センター㈱ ㈱プティルウ  

スケーター㈱ ㈱たつみや ㈱ニル ㈱フラワーリング 

スタイラボ ㈱デイコレクション 庭山綜合食品㈱ ㈱ブランシェ・アソシエ 

㈱スタジオ・ポアック ㈱ディバージョン ㈱ネックス ㈱パセオ 

㈱スパイス (資)デイリーディレクションズ ㈱ノースオブジェクト プリンス工業㈱ 

㈱スパンギャルド ㈱デコレ 野田琺瑯㈱ ブルーミング中西㈱ 

㈲スフィア ㈱デザインフィル ㈱ノルコーポレーション ㈱プレーリードック 

㈱スペースジョイ ㈱デラキュート ㈱ハートアートコレクション ㈱フレンズヒル 

スリーアップ㈱ ㈱デロンギ・ジャパン ㈱バードインターナショナル ペガサスキャンドル㈱ 

㈱セキグチ ㈱東京堂 Hartlry＆Marks Asiana㈱ ㈱ヘミングス 

セトクラフト㈱ ㈱ドウシシャ パール金属㈱ ㈱ペリカン石鹸 

㈱セブンセブン ㈱トーク ㈱ハイタイド ㈲ポッシュリビング 

㈱セラヴィ トーハン ㈲ハットトリック ㈱ほんやら堂 

センコー㈱ ㈱陶和 ㈱花ごころ ㈱マークス 

ゾーラ 東和産業㈱ パパジーノ㈱ ㈱マーナ 



取扱メーカー 

 
㈱マインドウエィブ ㈱レップ 【量販・住設機器メーカー】 

㈱マキノトレーディング ㈱ローレル ㈱アイセン タイガー魔法瓶㈱ 

㈱マテリアル ㈱ロフト アカオアルミ㈱ ダイニチ工業㈱ 

丸十㈱ ㈱わがんせ ㈱アクロス タカラスタンダード㈱ 

丸和貿易㈱ ㈱渡邉 アーネスト㈱ 高木金属工業㈱ 

宮井㈱ ㈱ワールドクリエイト イノマタ化学㈱ ㈱高木産業 

宮本㈱ 和平フレイズ㈱ ウルシヤマ金属工業㈱ ㈱田窪工業所 

㈱メイクアップ エコー金属㈱ タケヤ化学工業㈱ 

明和工業㈱ ㈱エポラス ㈱タマハシ 

㈱元林 遠藤商事㈱ 大和物産㈱ 

㈱モン・スイユ ㈱カマヤ ㈱タニタ 

㈱ヤクセル ㈱カリタ ツインバード工業㈱ 

㈱ユーパワー キクロン㈱ ㈱ナカザト 

(有)ユミトルインポート   京セラ㈱ ナスラック㈱ 

東海窯礦㈱   クリタック㈱ 日本技研工業㈱ 

㈱ヨコヤマコーポレーション   クックベッセル㈱ ネポン㈱ 

㈱ライフプランニング   ㈱幸和製作所 北陸土井工業㈱ 

㈲ラックストレーディング   ㈱コーベック ㈱まめいた 

㈱ラドンナ   サーモス㈱ ㈱前川金属工業 

ラフィール㈱   ㈱サンファミリー 三宅化学㈱ 

㈲ラムタス   ㈱サンコープラスチック メリタジャパン㈱ 

㈱ラ・メルシー   サンベルム㈱ 山崎産業㈱ 

㈱ラングスジャパン   ㈱三和工業 山崎実業㈱ 

㈱リエ   サンポット㈱ ㈱やませ商会 

㈱リオ横山ホールディングス   ㈱上越 ㈱ヨシダ 

㈱リバーズ   ㈱シンカテック ㈱ヨシカワ 

㈱りぶはあと   スケーター㈱ ㈱リクシル 

㈱リーフ   ㈲セイワクリエート リンナイ㈱ 

㈱リッチェル   関金網㈱ レック㈱ 

リヨンリヨン有限責任事業組合   積水ホームテクノ㈱ ㈱ワンダーシェフ 

㈲琳聡堂   積水テクノ商事東日本㈱ 

レアック・ジャパン㈱   象印マホービン㈱ 



納品までの流れ 

小売店様 佐藤商会 
メーカー様 

発注 

毎週火曜日午前中締切 
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商品 

 

商品 

毎週木曜日出荷 
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梱包 
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発注の条件 

●上代3万円以上の発注で送料無料（メーカーアソート可能） 

 上代3万円以下の場合、新潟県内300円/1個口、新潟県外600円/1個口の送料がかかります。 

 

●発注は毎週火曜日の午前中締切でその週の金曜日に店着されます。 

 （北海道・九州・離島は土曜日） 

 

●価格・掛率は各メーカーごとによって異なります。 

 

 


