
北海道 クレードル食品(株) 網走郡美幌町
北海道 サンマルコ食品(株) 札幌市厚別区
北海道 士幌町農業協同組合 河東郡士幌町
北海道 ニチロ畜産(株) 札幌市西区
北海道 日本罐詰(株) 河西郡芽室町
北海道 ホクレン農業協同組合連合会 札幌市中央区
北海道 (株)モリタン 紋別市

青森県 三富産業(株) 八戸市
青森県 成邦商事(株) 青森市
青森県 階上キユーピー(株) 三戸郡階上町
青森県 (株)ハチカン 八戸市

岩手県 岩手阿部製粉(株) 花巻市
岩手県 岩手缶詰(株) 釜石市
岩手県 (株)國洋 大船渡市

宮城県 極洋食品(株) 塩竈市
宮城県 (株)シバセン 柴田郡柴田町

 

秋田県 アスカフーズ(株) 横手市

山形県 日東ベスト(株) 寒河江市
山形県 モガミフーズ(株) 西村山郡河北町

茨城県 サンバーグ(株) 猿島郡境町
茨城県 不二つくばフーズ(株) 坂東市

群馬県 新進冷凍(株) 前橋市
群馬県 (有)ヤマザキフーズ みどり市

埼玉県 (株)フレック関東 越谷市

千葉県 デルマール(株) 船橋市

東京都 味の素(株) 中央区
東京都 味の素冷凍食品(株) 中央区

【北海道】

【東京都】

【千葉県】

【埼玉県】

【群馬県】

【茨城県】

【山形県】

【秋田県】

【宮城県】

【岩手県】

【青森県】



東京都 カゴメ(株) 中央区
東京都 (株)カナエフーズ 調布市
東京都 キユーピー(株) 調布市
東京都 (株)極洋 港区
東京都 (株)キンレイ 豊島区
東京都 ケイエス冷凍食品(株) 中央区
東京都 (株)ジェーシー・コムサ 稲城市
東京都 すぐる食品(株) 目黒区
東京都 全国農協食品(株) 渋谷区
東京都 (株)大冷 中央区
東京都 テーブルマーク(株) 中央区
東京都 東洋水産(株) 港区
東京都 (株)東洋製作所 大和市
東京都 （株)トータク 江東区
東京都 (株)トロナジャパン 品川区
東京都 (株)ニチレイ 中央区
東京都 (株)ニチレイフーズ 中央区
東京都 日清フーズ(株) 千代田区
東京都 日本水産(株) 港区
東京都 日本製粉(株) 渋谷区
東京都 (株)宝幸 品川区
東京都 (株)前川製作所 江東区
東京都 マルハニチロ（株） 江東区
東京都 (株)明治 江東区
東京都 (株)ヤヨイサンフーズ 港区
東京都 ライフフーズ(株) 中央区

神奈川県 (株)江戸清 横浜市金沢区
神奈川県 (有)スワロー産業 藤沢市
神奈川県 トオカツフーズ(株) 横浜市港北区

新潟県 昭和冷凍食品(株) 新潟市南区

石川県 羽二重豆腐(株) 金沢市

岐阜県 大栄食品(株) 羽島郡笠松町

静岡県 ヤマガタ食品(株) 沼津市
静岡県 米久デリカフーズ(株) 沼津市

愛知県 (株)あいち研醸社 名古屋市中区
愛知県 カネキ水産(株) 蒲郡市
愛知県 (株)光陽 豊川市
愛知県 (株)フクミツ 西春日井郡豊山町
愛知県 丸一水産(株) 豊橋市

【新潟県】

【滋賀県】

【愛知県】

【静岡県】

【岐阜県】

【石川県】

【神奈川県】



滋賀県 関西ベストフーズ(株) 甲賀市

京都府 (株)アイガー 久世郡久御山町

大阪府 (株)コメック 大阪市大正区
大阪府 (株)ニッキーフーズ 大阪市淀川区
大阪府 (株)ノースイ 大阪市福島区
大阪府 びえいフーズ(株) 大阪市福島区
大阪府 不二製油(株) 大阪市中央区

兵庫県 エム・シーシー食品(株) 神戸市東灘区
兵庫県 不二神戸フーズ(株) 神戸市兵庫区
兵庫県 (株)メイショク 神戸市兵庫区

奈良県 (株)サンオーク 大和高田市

広島県 クニヒロ(株) 尾道市
広島県 タカノブ食品(株) 府中市
広島県 都吹(株) 三原市

山口県 (株)中冷 下関市

香川県 加ト吉水産(株) 観音寺市
香川県 (株)金子食品 三豊市
香川県 サヌキ畜産フーズ(株) 三豊市
香川県 サンミート(株) 三豊市
香川県 四国日清食品(株) 三豊市
香川県 ちぬや冷食(株) 三豊市

愛媛県 伊勢丸食品(株) 四国中央市
愛媛県 サンヨー食品(株) 四国中央市
愛媛県 西南開発(株) 八幡浜市

福岡県 一品香食品(株) 糟屋郡久山町
福岡県 (株)北九州ニッスイ 北九州市戸畑区
福岡県 九州ベストフーズ(株) 八女郡広川町
福岡県 (株)キューレイ 宗像市

佐賀県 (株)JAフーズさが 佐賀市
佐賀県 林田食品産業(株) 嬉野市

【香川県】

【愛媛県】

【佐賀県】

【福岡県】

【山口県】

【広島県】

【奈良県】

【兵庫県】

【大阪府】

【京都府】



佐賀県 (株)ヨコオ 鳥栖市

熊本県 日豊食品工業(株) 熊本市南区
熊本県 (株)マルハニチロ九州 菊池郡菊陽町
熊本県 ユーユーフーズ(株) 菊池郡菊陽町

宮崎県 新サンフード工業(株) 宮崎市

鹿児島県 マルイ食品(株) 出水市

【鹿児島県】

【宮崎県】

【熊本県】


