
北海道 (株)キタショク 石狩市
北海道 北空知食品(株) 深川市
北海道 ぎょれん総合食品(株) 小樽市
北海道 クレードル興農(株) 札幌市中央区
北海道 (株)小林商店 根室市
北海道 サポートフーズ(株) 小樽市
北海道 三印三浦水産(株) 函館市
北海道 サン・ミート(株) 札幌市東区
北海道 ジェイエイめむろフーズ(株) 河西郡芽室町
北海道 (株)新サカイヤフーズ 二海郡八雲町
北海道 大和水産(株) 小樽市
北海道 滝上産業(株) 紋別郡滝上町
北海道 (株)中華札幌 札幌市白石区
北海道 道東ライス(株) 中川郡幕別町
北海道 十勝冷凍食品(株) 帯広市
北海道 (株)とんでん 恵庭市
北海道 中札内村農業協同組合 河西郡中札内村
北海道 (株)パイオニアフーズ 虻田郡京極町
北海道 (株)林屋 帯広市
北海道 東神楽農業協同組合 上川郡東神楽町
北海道 (有)樋口醸造店 名寄市
北海道 (株)北海道加ト吉 赤平市
北海道 (一社)北海道冷凍食品協会 札幌市中央区
北海道 (株)丸一土井水産 小樽市
北海道 丸高水産(株) 札幌市西区
北海道 (株)丸武小池定温倉庫 紋別郡遠軽町
北海道 (株)マルハニチロ北日本 帯広市
北海道 (有)丸藤水産 小樽市
北海道 (株)マルマス 茅部郡森町

青森県 青森県漁業協同組合連合会 青森市
青森県 (株)亀田商店 東津軽郡
青森県 (有)北福海産 東津軽郡外ヶ浜町
青森県 (株)木村食品工業 平川市
青森県 (株)合食 八戸市
青森県 (株)ディメール 八戸市
青森県 (株)ともや青森工場 青森市
青森県 八戸協和水産(株) 八戸市
青森県 (株)八戸フーズ 八戸市
青森県 (株)マルイチ横浜 上北郡野辺地町
青森県 (株)マルユウ・フーズ 八戸市
青森県 (有)渡辺水産 むつ市

岩手県 (株)井戸商店 釜石市
岩手県 (株)オサベフーズ 気仙沼市
岩手県 小野食品(株) 釜石市
岩手県 (有)近藤商店 釜石市
岩手県 (株)菜花堂 一関市
岩手県 (株)津田商店 釜石市
岩手県 (株)二戸食品 二戸市
岩手県 平庄(株) 釜石市
岩手県 (有)マイコンフーズ 下閉伊郡山田町
岩手県 (株)丸一水産 下閉伊郡山田町

【北海道】

【青森県】

【岩手県】



岩手県 (有)宮古食品 宮古市

宮城県 (株)阿部長商店 気仙沼市
宮城県 石川食品(株) 東松島市
宮城県 伊藤ハムデイリー(株) 栗原市
宮城県 (株)大沼製菓 石巻市
宮城県 (株)小山平八商店 気仙沼市
宮城県 (株)サトー食肉サービス 仙台市若林区
宮城県 (有)菅原食品販売 塩竈市
宮城県 マルヒ食品(株) 大崎市
宮城県 三崎冷凍食品 宮城郡松島町
宮城県 宮城シマダヤ(株) 大崎市
宮城県 (株)モリヤ 気仙沼市
宮城県 山徳平塚水産(株) 石巻市
宮城県 (株)渡会 塩竈市

秋田県 (有)ひらか物産 横手市

山形県 (株)蔵王ミート 上山市
山形県 酒田新日(株) 酒田市
山形県 宮澤食品(株) 新庄市

福島県 トーニチ(株) 福島市
福島県 (有)中桝屋商店 伊達市
福島県 (株)ナガヤマ商店 いわき市

茨城県 (株)アキフーズ 鉾田市
茨城県 茨城中央園芸農業協同組合 東茨城郡茨城町
茨城県 (株)鴨安商店 神栖市
茨城県 光和デリカ(株) 神栖市
茨城県 佐須一商店 日立市
茨城県 (株)せき ひたちなか市
茨城県 (株)谷藤水産 東茨城郡大洗町
茨城県 (株)浜勘 東茨城郡大洗町
茨城県 水戸冷凍食品(株) 水戸市
茨城県 (有)モリヤフーズ 守谷市

栃木県 フタバ食品(株) 宇都宮市
栃木県 (株)渡邊商事 宇都宮市

群馬県 (株)関東フーズ 佐波郡玉村町
群馬県 埼玉シマダヤ(株) 前橋市
群馬県 (株)三和玉店 高崎市
群馬県 (株)昭和食品 前橋市
群馬県 清和ヤマキフード(株) 前橋市
群馬県 (株)二幸 伊勢崎市

【山形県】

【福島県】

【茨城県】

【栃木県】

【群馬県】

【宮城県】

【秋田県】



群馬県 (株)日高食品 高崎市
群馬県 (株)鳳食 前橋市
群馬県 (株)マツイ食品 伊勢崎市
群馬県 (株)ミトモ・フーズ 前橋市
群馬県 (株)みまつ食品 前橋市

埼玉県 池田食品(株) 所沢市
埼玉県 (株)栄喜堂 入間郡三芳町
埼玉県 (株)エスケーフーズ 大里郡寄居町
埼玉県 (株)海幸水産 さいたま市桜区
埼玉県 ティーエスフーズ(株) 草加市
埼玉県 東亜食品工業(株) さいたま市緑区
埼玉県 (株)美浜フーズ 北足立郡伊奈町
埼玉県 むさしの製菓(株) 加須市
埼玉県 (株)武蔵野フーズ 朝霞市
埼玉県 (株)ヨコミゾ さいたま市西区
埼玉県 (株)レートリー 狭山市

千葉県 石井食品(株) 船橋市
千葉県 (有)エムコ食品 袖ケ浦市
千葉県 金高水産(株) 鴨川市
千葉県 (有)キハラフーズ 南房総市
千葉県 小久保製氷冷蔵(株) 成田市
千葉県 (株)庄司政吉商店 南房総市
千葉県 白鳥製パン(株) 茂原市
千葉県 (株)鈴木食品 千葉市中央区
千葉県 (株)ダイコクヤ 鴨川市
千葉県 大善食品(株) 松戸市
千葉県 (有)太平洋水産 山武市
千葉県 (株)ダイヤアグリシステム 成田市
千葉県 ティーフーズ・ジャパン(株) 館山市
千葉県 トーア産業(株) 銚子市
千葉県 (株)鳥幸商店 茂原市
千葉県 (株)ホソヤコーポレーション 佐倉市
千葉県 (有)堀江商店 山武郡九十九里町
千葉県 万星食品(株) 松戸市
千葉県 (有)元助商店 南房総市
千葉県 (株)山崎商店 いすみ市
千葉県 (株)渡辺冷食 鴨川市

東京都 (株)あずみのふうず 新宿区
東京都 (株)ＡＤＥＫＡ 荒川区
東京都 五十嵐冷蔵(株) 港区
東京都 (株)イチハラフーズ 新宿区
東京都 イニシオフーズ(株) 千代田区
東京都 (株)ウェルファムフーズ 中央区
東京都 (株)エイワ 世田谷区
東京都 S・Tecフーズ(株) 千代田区
東京都 (株)MNリテールサービス 中央区
東京都 カセイ食品(株) 大田区
東京都 川光物産(株) 中央区
東京都 国分(株) 中央区
東京都 JA全農ミートフーズ(株) 港区
東京都 (株)シュガーレディ本社 大田区

【埼玉県】

【千葉県】

【東京都】



東京都 (株)隆峯 杉並区
東京都 月島食品工業(株) 江戸川区
東京都 (株)ティーオー食研 中央区
東京都 (株)帝国ホテルキッチン 千代田区
東京都 (株)東北トクスイ 中央区
東京都 トモシアホールディングス（株） 港区
東京都 (株)トレビ 品川区
東京都 ニチモウ(株) 品川区
東京都 日東富士製粉(株) 中央区
東京都 ニップン冷食(株) 渋谷区
東京都 (株)日本アクセス 品川区
東京都 日本マッケイン・フーズ(株) 港区
東京都 一般社団法人日本冷凍空調工業会港区
東京都 (株)にんべん 中央区
東京都 ノムラ・ジャパン(株) 北区
東京都 ヒガシマルインターナショナル(株)中央区
東京都 (株)ヒューテックノオリン 墨田区
東京都 プリマハム(株) 品川区
東京都 (株)フレッシュシステム 千代田区
東京都 (有)マツオ商店 新宿区
東京都 三菱食品(株) 大田区
東京都 (株)武蔵製菓 立川市
東京都 明治ケンコーハム(株) 品川区
東京都 (株)リンガーハット 品川区
東京都 (株)ロッテアイス 新宿区

神奈川県 (有)オカダ食品 海老名市
神奈川県 キンセイ食品(株) 横浜市金沢区
神奈川県 山栄食品(株) 南足柄市
神奈川県 ジャパンファーム(有) 平塚市
神奈川県 (株)ソイフ 横浜市金沢区
神奈川県 (株)ニッコー 大和市
神奈川県 ハマセイ(株) 足柄上郡山北町
神奈川県 ファミール製菓(株) 横浜市金沢区
神奈川県 メイプルフーズ(株) 相模原市南区

新潟県 (株)岩崎 長岡市
新潟県 (株)エス・ティ・フーズ 長岡市
新潟県 (株)きむら食品 燕市
新潟県 (株)三忠 長岡市
新潟県 (株)たかの 小千谷市
新潟県 タカノ食品(株) 新潟市江南区
新潟県 中野食品工業(株) 新潟市東区
新潟県 (株)肉好 胎内市
新潟県 日東アリマン(株) 新発田市
新潟県 日本ハム惣菜(株) 三条市
新潟県 (有)ハトヤ食品 新潟市北区
新潟県 (株)ピーコック 長岡市
新潟県 (株)堀川 北蒲原郡聖籠町
新潟県 (株)マツイフーズ 新潟市西蒲区
新潟県 (株)港製菓 新潟市東区
新潟県 (有)みやけ食品 新潟市江南区
新潟県 山津冷蔵食品(株) 新潟市東区
新潟県 (株)ワイエムフーズ 阿賀野市

【神奈川県】

【新潟県】



富山県 (株)三和製玉 富山市
富山県 (株)セイアグリーシステム 高岡市
富山県 福田食品工業(株) 南砺市
富山県 フルタフーズ(株) 富山市

石川県 金沢フード(株) 金沢市
石川県 ケンコー食品(株) 白山市
石川県 越野冷凍食品(株) 金沢市
石川県 (株)スギヨ 七尾市
石川県 能登製菓(株) 七尾市
石川県 (株)浜野水産 珠洲市
石川県 北陸メイトー乳業(株) 白山市
石川県 北陸冷蔵(株) 金沢市

福井県 山一食品(株) 勝山市

山梨県 冨士食品工業(株) 山梨市

長野県 沓掛冷食(有) 小県郡青木村
長野県 (有)サントーフーズ 岡谷市
長野県 (株)大福食品工業 須坂市
長野県 美勢商事(株) 塩尻市
長野県 (株)ミヤシタフーズ 伊那市

岐阜県 (株)フレシュール 関市
岐阜県 (株)マメックス 関市
岐阜県 (株)ライクスタカギ 可児市

静岡県 アイフーズ(株) 静岡市
静岡県 (有)大石水産 焼津市
静岡県 (有)大内ハム商会 富士宮市
静岡県 (株)海泉フーズ 浜松市南区
静岡県 (株)カネセイ食品 藤枝市
静岡県 (株)サスナデリコム 静岡市清水区
静岡県 サンレイ食品(株) 浜松市南区
静岡県 静岡うなぎ漁業協同組合 榛原郡吉田町
静岡県 清水冷凍(株) 静岡市清水区
静岡県 昭和ミート(株) 焼津市
静岡県 (株)ショクザイ 静岡市駿河区
静岡県 タキシタ(株) 静岡市駿河区
静岡県 中部ハム(株) 浜松市北区
静岡県 (株)トップヒル 焼津市
静岡県 プリンス食品(株) 焼津市
静岡県 町田食品(株) 富士市
静岡県 (株)丸賢商店 焼津市

【富山県】

【石川県】

【福井県】

【山梨県】

【長野県】

【岐阜県】

【静岡県】



静岡県 (株)山佐食品 焼津市
静岡県 山中缶詰(株) 焼津市

愛知県 (株)あつみ 豊橋市
愛知県 岡本食品(株) 名古屋市南区
愛知県 (株)かね貞 みよし市
愛知県 (株)カネナカ 豊橋市
愛知県 コッコ(株) 知多市
愛知県 毎味水産(株) 西尾市
愛知県 栄屋乳業(株) 岡崎市
愛知県 (株)サンショク 豊橋市
愛知県 (株)サンビゴー 大府市
愛知県 (株)千賀屋 蒲郡市
愛知県 (株)大一シーフーズ 西尾市
愛知県 辰広商事(株) 蒲郡市
愛知県 ダンフーズ(株) 名古屋市中村区
愛知県 野口食品(株) 豊橋市
愛知県 (株)華桔梗 名古屋市中川区
愛知県 フルーツライフ(株) 名古屋市守山区
愛知県 丸千水産(株) 蒲郡市
愛知県 (株)名給 名古屋市熱田区
愛知県 (有)八雲 豊橋市

三重県 井村屋(株) 津市
三重県 (有)ヴィ・キャップ 四日市市
三重県 (株)三水フーズ 伊勢市
三重県 (株)ヤマゲン 津市
三重県 ヤマダイ食品(株) 四日市市

滋賀県 秦食品(株) 蒲生郡竜王町

京都府 (株)吉田喜 久世郡久御山町

大阪府 イートアンド(株) 大阪市中央区
大阪府 (株)かねます食品 東大阪市
大阪府 (株)餃子計画 大阪市東淀川区
大阪府 (株)トージツフーズ 大阪市中央区
大阪府 (株)ドリームフーズ 大阪市鶴見区
大阪府 (株)ナックスナカムラ 大阪市淀川区
大阪府 (株)ネージュ 八尾市
大阪府 ノースイ食品(株) 大阪市此花区
大阪府 蜂屋乳業(株) 大阪市東淀川区
大阪府 ハンナン食品(株) 大阪市住之江区
大阪府 (株)フリゴ 大阪市此花区
大阪府 丸大食品(株) 高槻市
大阪府 リボン食品製造(株) 大阪市淀川区
大阪府 ルナフーズ(株) 富田林市

【愛知県】

【三重県】

【滋賀県】

【京都府】

【大阪府】

【兵庫県】



兵庫県 伊藤ハム(株) 西宮市
兵庫県 印南養鶏農業協同組合 加古川市
兵庫県 エスフーズ(株) 西宮市
兵庫県 エッチ・ケー食品(株) 神戸市中央区
兵庫県 香住食研(株) 美方郡香美町
兵庫県 (株)カネ貞 豊岡市
兵庫県 河村水産(株) 西宮市
兵庫県 近畿食品加工(有) 養父市
兵庫県 クワムラ食品(株) 多可郡多可町
兵庫県 ケイ低温フーズ(株） 伊丹市
兵庫県 ケンミン食品(株) 神戸市中央区
兵庫県 (株)北海 神戸市灘区
兵庫県 (株)ヤマオカ 尼崎市
兵庫県 ヤマサ蒲鉾(株) 姫路市

奈良県 ＳＤ食品(株) 北葛城郡広陵町
奈良県 ロイヤルフーズ(株) 葛城市

和歌山県 有田食品(株) 有田市
和歌山県 西川食品(株) 紀の川市
和歌山県 和歌山冷凍(株) 和歌山市

鳥取県 (株)井ゲタ竹内 境港市
鳥取県 (株)サングルメ 鳥取市
鳥取県 (株)大新 境港市
鳥取県 (株)ダイマツ 米子市
鳥取県 鳥取東伯ミート(株) 東伯郡琴浦町
鳥取県 日本海冷凍魚(株) 境港市
鳥取県 (有)丸神海産 境港市

島根県 (株)さんれい製造 安来市
島根県 若女食品(株) 江津市

岡山県 わかば食品(株) 倉敷市

広島県 吉舎食品(株) 三次市
広島県 国広水産(株) 尾道市
広島県 広島県漁業協同組合連合会 広島市西区
広島県 フジワンタン本舗(株) 三原市
広島県 山下水産(株) 東広島市

山口県 (株)秋川牧園 山口市
山口県 (株)カン喜 周南市
山口県 (株)シーサット 下関市
山口県 太海商事(株) 防府市
山口県 (株)大光ノースイ 大島郡周防大島町

【奈良県】

【和歌山県】

【鳥取県】

【島根県】

【岡山県】

【広島県】

【山口県】



山口県 (株)ハートフーズ２１ 下関市
山口県 林兼産業(株) 下関市
山口県 林兼フーズ(株) 美祢市
山口県 深川養鶏農業協同組合 長門市
山口県 (株)丸平商店 山口市

徳島県 オンダン農業協同組合 海部郡海陽町
徳島県 (有)角田商店 海部郡美波町
徳島県 貞光食糧工業(有) 美馬郡
徳島県 (株)徳島厚焼 徳島市
徳島県 美好食品(株) 三好市

香川県 エース食品(株) さぬき市
香川県 (株)キョーワ 三豊市
香川県 さぬき冷食(株) 坂出市
香川県 (株)姫生水産 観音寺市
香川県 (株)フードレック 観音寺市
香川県 (株)細川食品 観音寺市
香川県 まるほ食品(株) 仲多度郡多度津町
香川県 (株)三﨑水産 三豊市
香川県 (株)メルヘンフーズ 観音寺市
香川県 八幡食品(株) 観音寺市
香川県 (株)ヨコレイ 観音寺市

愛媛県 伊予食品(株) 四国中央市
愛媛県 扇屋食品(株) 伊予郡松前町
愛媛県 (株)キョクスイフーズ 伊予郡松前町
愛媛県 キョクヨーフーズ(株) 北宇和郡松野町
愛媛県 クワバラ食品(株) 今治市
愛媛県 寿冷凍食品(株) 喜多郡内子町
愛媛県 (株)シロモト食品 大洲市
愛媛県 水幸苑(有) 宇和島市
愛媛県 (株)セトウチデリカ 今治市

高知県 (株)ポテトシブヤ 高岡郡日高村

福岡県 クラウン・フーヅ(株) 北九州市門司区
福岡県 五洋食品産業(株) 糸島市
福岡県 (株)さかえ屋 飯塚市
福岡県 (株)新東京エナック 糸島市
福岡県 (株)大商食品 福岡市早良区
福岡県 (株)日祥 古賀市
福岡県 八洋食品(株) 糟屋郡新宮町
福岡県 (株)八ちゃん堂 みやま市
福岡県 (株)福岡丸福水産 福岡市東区
福岡県 三桃食品(株)九州工場 久留米市
福岡県 京食品(株) 大野城市

【徳島県】

【香川県】

【愛媛県】

【高知県】

【福岡県】

【佐賀県】



佐賀県 金子産業(株) 唐津市
佐賀県 トリゼン食鳥肉協同組合 唐津市
佐賀県 (株)ヤマフ 唐津市

長崎県 (株)石井商店 長崎市
長崎県 (株)エース・フーズ 雲仙市
長崎県 長崎冷食(株) 長崎市
長崎県 マルニ冷凍食品(株) 長崎市
長崎県 丸宮青果食品(有) 雲仙市

熊本県 (株)クマレイ 球磨郡湯前町
熊本県 火乃国食品工業(株) 宇城市

大分県 大関食品(株) 宇佐市
大分県 (株)浜繁水産 宇佐市
大分県 浜永水産(有) 宇佐市
大分県 ハラダフーズ(株) 宇佐市
大分県 (株)吉田喜九州 由布市
大分県 米丸水産(株) 宇佐市

宮崎県 イシハラフーズ(株) 都城市
宮崎県 (株)イチマル水産 東臼杵郡門川町
宮崎県 (株)キュウレイ・フーズ えびの市
宮崎県 サンヨー食品(株) 宮崎市
宮崎県 サンライズ(株) えびの市
宮崎県 (有)四位農園 小林市
宮崎県 日本食材加工(株) 宮崎市
宮崎県 南日本ハム(株) 日向市
宮崎県 宮崎くみあいチキンフーズ(株) 宮崎市

鹿児島県 (株)アクシーズ 鹿児島市

鹿児島県 (株)アビイ・フーズ 鹿児島市
鹿児島県 鹿児島協同食品(株) いちき串木野市
鹿児島県 鹿児島くみあい食品(株) 鹿児島市
鹿児島県 (株)ジーピーフーズ 薩摩川内市
鹿児島県 (株)タケマン 出水市
鹿児島県 (有)中野水産 阿久根市
鹿児島県 農事組合法人 南州農場食品加工場鹿屋市
鹿児島県 (株)フューチャーフーズ 鹿児島市
鹿児島県 (株)マツバラ 出水市

沖縄県 (株)ホクガン 那覇市

【長崎県】

【熊本県】

【大分県】

【宮崎県】

【鹿児島県】

【沖縄県】

（海外）



台湾 大明食品工業(股)

THAILANDN&N FOODS CO.,LTD.

THAILANDSURAPON NICHIREI FOODS CO.,LTD.

THAILAND
AJINOMOTO BETAGRO
FROZEN
FOODS(THAILAND)CO.,LTD

THAILAND
AJINOMOTO FROZEN
FOODS(THAILAND)CO.,LTD.

THAILANDTHAI NISSHIN SEIFUN CO.,LTD.

CHINA 威海威東日綜合食品有限公司

CHINA 烟台阿克力食品有限公司

CHINA 煙台日魯大食品有限公司

CHINA 山東龍大冷凍食品有限公司

CHINA 山東龍藤不二食品有限公司

CHINA 青島亜是加食品有限公司

CHINA 山東神龍食品有限公司

CHINA 連雲港味之素如意食品有限公司

【CHINA】

【台湾】

【THAILAND】


