
北海道 株式会社　時兼畜販 株式会社時兼畜販
代表取締役 時兼　正富 049-0101 北海道北斗市追分７丁目１０番１８号 食肉処理業

北海道 そば処みなとや 有限会社今井商事
代表取締役 今井　崇敬 081-0002 北海道上川郡新得町２条北１丁目 飲食店営業

青森県 サンミッシェル - 小笠原　俊介 034-0083 青森県十和田市西三番町２３－１１ 菓子製造業

青森県 パンション　こうよう
パンションこうよう
有限会社　代表取締
役

田中　綾子 031-0801 青森県八戸市江陽四丁目２－３５ 飲食店営業

岩手県 有限会社美藤 代表取締役 柴田　昭彦 020-0066 岩手県盛岡市上田３－７－２６ 飲食店営業

岩手県 株式会社ホテル花城 代表取締役社長 小田島　修司 025-0088 岩手県花巻市東町９－３０ 飲食店営業

宮城県 学校給食パン宮城協業組合 学校給食パン宮城協
業組合　理事長 相澤　軍治 981-1251 宮城県名取市愛島台一丁目４－３ 菓子製造業

秋田県 小松商店　仕出し　こまつ - 小松　勇 016-0043 秋田県横手市安田字堂山１６２番地 飲食店営業

秋田県 石橋食堂 - 石橋　富也 018-0808 秋田県由利本荘市大門８５番地 飲食店営業

山形県 鰻・郷土料理あげつま 有限会社揚妻　代表
取締役 揚妻　礼悦 990-0042 山形県山形市緑町三丁目７－４８ 飲食店営業

山形県 株式会社米澤紀伊國屋 株式会社米澤紀伊國
屋　代表取締役 佐藤　知由 992-0052 山形県米沢市丸の内一丁目６－２

食肉製品製造
業

福島県 株式会社いとうフーズ石塚工場 株式会社いとうフー
ズ　代表取締役 伊藤　治 963-8825 福島県郡山市字石塚１－２ 食肉処理業

福島県 そば処きんしょうじ
有限会社生そばきん
しょうじ　代表取締
役

田村　光司 961-8044 福島県西白河郡西郷村字石塚北７７ 飲食店営業

福島県 栄楽 - 曽根　賢治 962-0062 福島県須賀川市山寺町２３３ 飲食店営業

茨城県 川達水産株式会社　第二工場 代表取締役 齋藤　浩一 311-1211 茨城県ひたちなか市沢メキ１１１０－３９ 魚介類加工業

茨城県 株式会社ミツウロコ食品 代表取締役社長 根本　嘉夫 319-1723 茨城県北茨城市関本町関本中２６７７
魚肉ねり製品

製造業

茨城県 株式会社中澤本店 代表取締役社長 中澤　英雄 307-0001 茨城県結城市結城４６３ 食肉処理業

栃木県 りんどう湖ロイヤルホテル 大和リゾート株式会
社 　代表取締役 柴山　良成 325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙４４４９－２ 飲食店営業

群馬県 相模屋食料株式会社　第二工場 代表取締役社長 鳥越　淳司 371-0134 群馬県前橋市小神明町７０３ 豆腐製造業

群馬県 ＡＧＦ関東株式会社 代表取締役社長 阪口　宗 370-0426 群馬県太田市世良田町１５８８－１６
清涼飲料水製

造業

埼玉県 株式会社ロッテ狭山工場 株式会社ロッテ　代
表取締役社長 佃　孝之 350-1331 埼玉県狭山市新狭山１－２－１ 菓子製造業

埼玉県 有限会社新井製パン工場 有限会社新井製パン
工場　代表取締役 新井　宏幸 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲４６０－３ 菓子製造業

埼玉県 松華飯店 - 星田　勉 350-0066 埼玉県川越市連雀町９－２ 飲食店営業

埼玉県 やまだ家 有限会社やまだ家
代表取締役 山田　正美 366-0821 埼玉県深谷市田谷２７９ 飲食店営業

埼玉県 有限会社新井製麺所 有限会社新井製麺所
代表取締役 石山　孝子 354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東２－２－６ めん類製造業

千葉県 上原食品工業株式会社（第一工場） 上原食品工業株式会
社　代表取締役 村瀬　久 283-0044 千葉県東金市小沼田１６２４番地２７

そうざい製造
業

千葉県 木かげ - 木家下　一男 292-0833 千葉県木更津市貝渕２ー１２－２ 飲食店営業

千葉県 新生酪農株式会社　千葉工場 新生酪農株式会社
代表取締役 加藤　貴弘 299-4403 千葉県長生郡睦沢町上市場２３０１番地 乳処理業

千葉県 株式会社紀文食品東京工場 株式会社紀文食品
代表取締役 保芦　將人 270-1501 千葉県印旛郡栄町矢口神明２丁目１－１

魚肉ねり製品
製造業

東京都 有限会社繁乃鮨 代表取締役 佐久間　一郎 103-0023 東京都中央区日本橋本町一丁目４番１３号 飲食店営業

東京都 株式会社玉子屋第二工場 株式会社玉子屋　代
表取締役 菅原　勇一郎 143-0024 東京都大田区中央八丁目３９番１０号 飲食店営業

新潟県 おもてなしの宿　石田屋 - 石田　勝雄 958-0854 新潟県村上市田端町１０番２４号 飲食店営業

新潟県 とんかつ太郎　本店 株式会社太郎　代表
取締役 森山　道夫 947-0042 新潟県小千谷市平沢１丁目７番地２１ 飲食店営業
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富山県 ニットービバレッジ株式会社
ニットービバレッジ
株式会社　代表取締
役社長

草野　英夫 939-0744 富山県下新川郡朝日町平柳５００番地
清涼飲料水製

造業

富山県 ホワイト食品工業株式会社
ホワイト食品工業株
式会社　代表取締役
会長兼社長

谷﨑　浩平 939-1852 富山県南砺市是安４４１０番地１
乳酸菌飲料製

造業

石川県 舟楽　加工場 株式会社舟楽　代表
取締役社長 紙谷　一成 920-0905 石川県金沢市上近江町２４－１ 飲食店営業

福井県 有限会社　菓匠　木津屋 代表取締役 木津　寛喜 915-0076 福井県越前市国府１丁目１０－１９ 菓子製造業

福井県 有限会社　大宮亭 代表取締役 本谷　充 910-0302 福井県坂井市丸岡町里丸岡３丁目１０ 飲食店営業

長野県 桝田屋食品株式会社 桝田屋食品株式会社
代表取締役 吉越　昇 389-2322 長野県飯山市大字瑞穂４１９６ めん類製造業

長野県 白馬アルプスホテル
株式会社白馬アルプ
スホテル　代表取締
役

鷲澤　汪 399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙１２８５１ 飲食店営業

長野県 八ヶ岳中央農業実践大学校 公益財団法人農村更
生協会　代表理事 濵口　義曠 391-0100 長野県諏訪郡原村１７２１７－１１８ 乳製品製造業

岐阜県 水月亭 - 今村　信雄 501-1311
岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積牧野１２０９
－６７

飲食店営業

岐阜県 株式会社西日本キャンパック 代表取締役社長 藤本　良一 500-8164 岐阜県岐阜市鶴田町３－７－５
清涼飲料水製

造業

静岡県 みしまプラザホテル 代表取締役 室伏　勝宏 411-0855 静岡県三島市本町１４－３１ 飲食店営業

静岡県 ますはら - 益原　艶子 415-0152 静岡県賀茂郡南伊豆町湊８９１-１６ 飲食店営業

愛知県 わらべや日洋株式会社　名古屋工場
わらべや日洋株式会
社　代表取締役 大友　啓行 470-0102 愛知県日進市藤島町長塚７４番地２２ 飲食店営業

愛知県 トヨタ自動車　稲沢食堂 株式会社ﾄﾖﾀｴﾝﾀﾌﾟﾗｲ
ｽﾞ　代表取締役社長 高瀬　由紀夫 492-8441 愛知県稲沢市福島町沼角田１－５ 飲食店営業

愛知県 株式会社ＮＲＣ 代表取締役 小木曽　一 480-0202
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山４３
番地

飲食店営業

愛知県 兼光水産株式会社 代表取締役社長 高須　重春 444-0423 愛知県西尾市一色町一色東下二割１８番地１
食品の冷凍又
は冷蔵業

愛知県 株式会社千賀屋　拾石工場 代表取締役 千賀　常年 443-0038 愛知県蒲郡市拾石町浅岡１－３３
そうざい製造

業

三重県 与太呂寿司 - 奥田　行夫 519-3204 三重県北牟婁郡紀北町東長島４１５－９ 飲食店営業

滋賀県 魚重産業株式会社 魚重産業株式会社
代表取締役社長 今井　博司 520-0054 滋賀県大津市逢坂一丁目１２－２１ 魚介類販売業

滋賀県 近江牛　岡喜本店 株式会社岡喜商店
代表取締役 岡山　和弘 520-2531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上５２９４ 飲食店営業

京都府 株式会社　八百忠 代表取締役 𠮷田　忠喜 610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字北玉水５３ 飲食店営業

京都府 山崎製パン株式会社京都工場 　久御山事業所
山崎製パン株式会社　
代表取締役社長 飯島 延浩 613-0022 京都府久世郡久御山町市田大領２－１３ 菓子製造業

兵庫県 くるみや本店 株式会社くるみや　
代表取締役 丁子　直樹 673-0892 兵庫県明石市本町１-１９-３ 菓子製造業

兵庫県 三立製菓株式会社　兵庫工場 三立製菓株式会社　
取締役社長 松島　勇史 669-3315 兵庫県丹波市柏原町大新屋７５ 菓子製造業

兵庫県 天然温泉石道 株式会社天然温泉石
道　代表取締役 渡邉　浩一 666-0156 兵庫県川西市石道字下ノ垣内２１６-１ 飲食店営業

兵庫県 ヤヱガキ醗酵技研株式会社
ヤヱガキ醗酵技研株
式会社　代表取締役
会長

長谷川　雄三 679-4211 兵庫県姫路市林田町六九谷６８１ 添加物製造業

奈良県 医療法人　弘生会　関屋病院 理事長 北畑　英樹 639-0254 奈良県香芝市関屋北５－１１－１ 給食施設

和歌山県 株式会社たにぐち和歌山工場 株式会社たにぐち　
代表取締役 谷口　壽 649-1443 和歌山県日高郡日高川町和佐１０３０ 菓子製造業

和歌山県 紀州南部ロイヤルホテル 大和ﾘｿﾞｰﾄ株式会社　
代表取締役社長 柴山　良成 645-0012 和歌山県日高郡みなべ町山内３４８ 飲食店営業

鳥取県 株式会社前田商店本社工場 株式会社前田商店　
代表取締役 前田　一郎 689-0106 鳥取県鳥取市福部町海士２０－１

魚肉ねり製品
製造業

岡山県 丸正製粉株式会社食品工場 代表取締役 柾本　健太郎 701-4254 岡山県瀬戸内市邑久町豆田１１７－１ めん類製造業

広島県 共同食品工業株式会社 代表取締役 本田　修一 737-2603 広島県呉市川尻町西５－１１－６
加工水産物製

造業

徳島県 肉の西林 有限会社肉の西林　
代表取締役 西林　茂樹 770-0922 徳島県徳島市鷹匠町２丁目１８－１ 食肉販売業
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徳島県 マザーズ 有限会社塩浜　代表
取締役 尾崎　雅仁 772-0011 徳島県鳴門市撫養町大桑島字蛭子山３６ 飲食店営業

香川県 一鶴　中府店 株式会社一鶴　代表
取締役 近藤　定二 763-0033 香川県丸亀市中府町１丁目２番３号 飲食店営業

愛媛県 ホテル古湧園 株式会社古湧園　代
表取締役社長

新山　富左衛
門

790-0836 愛媛県松山市道後鷺谷町１-１　Ｂ１ 飲食店営業

愛媛県 山口里の店 有限会社コダマ　代
表取締役 山口　基 799-0431 愛媛県四国中央市寒川町３０９－１ 飲食店営業

高知県 末広ショッピングセンター 株式会社末広　代表
取締役 谷脇　敦 781-3521 高知県土佐郡土佐町田井１３５３－２ 飲食店営業

高知県 高知県食鶏農業協同組合 高知県食鶏農業協同
組合　代表理事 奥村　弘 781-5103 高知県高知市大津乙１７５６－１ 食肉処理業

佐賀県 旅館　大和屋 - 山口　範雄 840-0501 佐賀県佐賀市富士町古湯８６０ 飲食店営業

長崎県 大島総合サービス株式会社　給食事業部
大島総合サービス株
式会社　代表取締役 吉葉　幸雄 857-2427 長崎県西海市大島町１６０５－１ 飲食店営業

長崎県 有限会社　鳥千代 代表取締役 萩尾　敏博 856-0825 長崎県大村市西三城町１４－１ 飲食店営業

熊本県 株式会社　木村海苔 株式会社木村海苔　
代表取締役 木村　啓一 865-0064 熊本県玉名市中１６５３ 食品製造業

熊本県 らくのうマザーズ阿蘇ミルク牧場
株式会社マザーズ
ファーム　代表取締
役社長

清田　洋 861-2404 熊本県阿蘇郡西原村河原３９４４－１
乳処理業
乳類販売業
乳製品製造業

大分県 寿司割烹　にし村 - 西村　藤雄 879-7131 大分県豊後大野市三重町市場１６６７ 飲食店営業

大分県 八鹿酒造株式会社 代表取締役社長 麻生　益直 879-4601 大分県玖珠郡九重町大字右田３３６４番地 酒類製造業

宮崎県 早川しょうゆみそ株式会社 早川しょうゆみそ株
式会社　代表取締役 早川　洋 885-0076 宮崎県都城市西町３７３２

醤油製造業
みそ製造業

宮崎県 高　浜 - 町田　博信 882-0814 宮崎県延岡市北町１－２－１１ 飲食店営業

鹿児島県 株式会社ナカシン冷食 株式会社ナカシン冷
食　代表取締役 中尾　好伸 899-2101 鹿児島県いちき串木野市湊町２７００－１

食品の冷凍又
は冷蔵業

鹿児島県 株式会社マツバラ 株式会社マツバラ　
代表取締役 松原　清俊 899-0401

鹿児島県出水市高尾野町大久保３８１６－４
２

缶詰又は瓶詰
食品製造業

鹿児島県 トーシン株式会社　種子島健康工場 トーシン株式会社　
代表取締役 鎌田　照雄 891-3602 鹿児島県熊毛郡中種子町牧川５３６

清涼飲料水製
造業

札幌市 回転寿しトリトン栄町店 北一食品株式会社　
代表取締役 前田　康仁 007-0838 札幌市東区北３８条東１５丁目２-２３ 飲食店営業

さいたま市 ミートショップ　かねこ - 金子　喜久雄 330-0072 さいたま市浦和区領家１－７－１７
食肉販売業
飲食店営業
食料品販売業

千葉市 株式会社　東急セブンハンドレッドクラブ (レストラン)
株式会社東急セブン
ハンドレッドクラブ　
代表取締役

芳賀　喜夫 267-0063 千葉市緑区小山町３５９番地６ 飲食店営業

千葉市 オーランドフーズ　株式会社 代表取締役 小林　一勝 262-0013 千葉市花見川区犢橋町３６９番地１ 菓子製造業

横浜市 中銀ライフケア横浜[港北]
中銀インテグレー
ション株式会社　代
表取締役

渡辺　蔵人 224-0035 横浜市都筑区新栄町１４－１ 飲食店営業

横浜市 天一 株式会社天一食品　
代表取締役 矢吹　潤一 220-0011

横浜市西区高島２－１８－１　そごう横浜１
０F

飲食店営業

川崎市 満寿鮨 - 湯本　良一 212-0052 川崎市幸区古市場１丁目２５ 飲食店営業

相模原市 進月 - 橋本　巖 252-0246 相模原市中央区水郷田名２丁目１４－４７ 飲食店営業

新潟市 白野製菓店 - 白野　義信 950-1327 新潟市西蒲区中之口１３９７番地 菓子製造業

名古屋市 マンジャーモ 有限会社アルカサー
ル　代表取締役 三宅　晴子 450-0002

名古屋市中村区名駅三丁目１４番１号　モン
ブランホテル１F

飲食店営業

名古屋市 川村屋本舗 合同会社川村屋本舗
代表社員 川村　澄子 461-0001 名古屋市東区泉二丁目４番１９号 菓子製造業

名古屋市 山本屋総本家 合資会社山本屋　代
表社員 小松原　克典 460-0008 名古屋市中区栄三丁目１２番１９号 飲食店営業

京都市 株式会社　進々堂　本社工場 代表取締役 続木　創 604-0992
京都市中京区竹屋町通寺町東入藤木町３３番
地

菓子製造業

京都市 株式会社もり　本社工場 代表取締役 森　義治 615-0006 京都市右京区西院金槌町１５番地７ 漬物製造業

大阪市 サントリースピリッツ株式会社　大阪工場
サントリースピリッ
ツ株式会社　代表取
締役社長

仙波　匠 552-0022 大阪市港区海岸通３－２－３０ 酒類製造業
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堺市 日清シスコ株式会社 日清シスコ株式会社　
代表取締役 豊留　昭浩 590-0823 堺市堺区石津北町８０ 菓子製造業

神戸市 株式会社魚勝 株式会社魚勝　代表
取締役 中島　光隆 653-0003 神戸市長田区五番町８－１－１５ 飲食店営業

広島市 カクサン食品株式会社 カクサン食品株式会
社　代表取締役 中村　哲朗 733-0833 広島市西区商工センター七丁目４番１８号

ソース類製造
業

福岡市 グリーンズやま幸 代表取締役 山口　博幸 811-1103 福岡市早良区四箇３丁目１０番２２号
そうざい製造

業

福岡市 くらり庵 - 嘉村　カオル 814-0015 福岡市早良区室見４丁目１番２号 飲食店営業

熊本市 大豊食品株式会社 大豊食品株式会社　
代表取締役 中村　誠二 860-0057 熊本市西区八島町７２８-９ 魚介類販売業


