
「冷凍食品認定制度」認定工場リスト

国内工場

会員名称 工場名 認定区分 都道府県
あ 株式会社あいち研醸社                              白鳥工場                                調理、その他 愛知県

株式会社秋川牧園                                 冷凍食品工場                            調理 山口県
株式会社アキフーズ 調理 茨城県
株式会社アクシーズ                                鹿児島工場                              調理 鹿児島県
味の素冷凍食品株式会社                            関東工場                                調理、その他 群馬県
味の素冷凍食品株式会社                            九州工場                                調理 佐賀県
味の素冷凍食品株式会社                            四国工場                                調理 香川県
味の素冷凍食品株式会社                            中部工場                                調理 岐阜県
味の素冷凍食品株式会社                            千葉工場                                調理 千葉県
味の素冷凍食品株式会社                            大阪工場                                調理 大阪府
味の素冷凍食品株式会社                            埼玉工場                             調理 埼玉県
アスカフーズ株式会社                                                                      調理 秋田県
株式会社あずみのふうず                            長野工場                                調理 長野県
株式会社アビイ・フーズ                                                                    調理 鹿児島県
有田食品株式会社                                                                          調理 和歌山県

会員名称 工場名 認定区分 都道府県
い 池田食品株式会社                                  所沢工場                                その他 埼玉県

株式会社石井商店                                                                        水産、調理 長崎県
石川食品株式会社 本社工場                                農産 宮城県
イシハラフーズ株式会社                            本社工場                                農産 宮崎県
伊勢丸食品株式会社                                川之江工場                              調理 愛媛県
伊勢丸食品株式会社                                詫間工場                                調理 香川県
伊勢丸食品株式会社                                豊浜工場                                調理 香川県
株式会社イチハラフーズ                            伊那工場                                調理 長野県
株式会社イチマル水産                                                                      調理 宮崎県
一品香食品株式会社                                                                        調理、その他 福岡県
イートアンド株式会社                              関西工場                                調理 大阪府
イートアンド株式会社                              関東工場                                調理 群馬県
イニシオフーズ株式会社                            白岡工場                                調理 埼玉県
伊予食品株式会社                                                                          調理 愛媛県
岩手阿部製粉株式会社                              石鳥谷工場                              調理、その他 岩手県
岩手缶詰株式会社                                  大船渡工場 調理 岩手県
印南養鶏農業協同組合                              食鳥センター                            調理 兵庫県
印南養鶏農業協同組合                              食品センター                            調理 兵庫県

会員名称 工場名 認定区分 都道府県
う 有限会社ヴィ・キャップ                                                                    水産(条件付） 三重県

株式会社ウェルファムフーズ                                  宮崎工場                            調理 宮崎県

会員名称 工場名 認定区分 都道府県
え 株式会社栄喜堂                                  三芳総合管理センター・セントラル工場    その他 埼玉県

株式会社エイワ                                    穂高工場                                調理 長野県
         エース食品株式会社                                                                        調理 香川県

株式会社エス・ティ・フーズ                                                                水産、調理 新潟県
ＳＤ食品株式会社 本社工場                                調理 奈良県
株式会社エース･フーズ                                                                     調理 長崎県
有限会社エムコ食品                                                                        水産、調理 千葉県
エム・シーシー食品株式会社                        甲南工場                                調理 兵庫県

会員名称 工場名 認定区分 都道府県
お 有限会社大石水産 本社工場 水産、調理 静岡県

大関食品株式会社 調理 大分県
株式会社大沼製菓                                                                        その他 宮城県
小野食品株式会社                                  水産、調理 岩手県
小野食品株式会社                                  大槌工場 水産、調理 岩手県



会員名称 工場名 認定区分 都道府県
か 有限会社角田商店                                                                        農産 徳島県

鹿児島協同食品株式会社                                                                    調理 鹿児島県
鹿児島くみあい食品株式会社                                加世田工場                                農産、調理、その他 鹿児島県
香住食研株式会社 本社工場 調理 兵庫県
加ト吉水産株式会社                                フーズ部　福島工場                      調理 福島県
金沢フード株式会社                                調理 石川県

         カネキ水産株式会社                                本社工場                                水産 愛知県
金子産業株式会社                                                                          調理 佐賀県
株式会社金子食品                                 豊前工場                                調理 福岡県
株式会社金子食品                                本社工場                                調理 香川県
株式会社鴨安商店 新港工場 水産、調理 茨城県
川光物産株式会社                                  千葉工場                                調理、その他 千葉県
株式会社カン喜                                  本社工場                                調理 山口県
関西ベストフーズ株式会社                                                                  調理 滋賀県
株式会社関東フーズ                                                                        水産 群馬県

会員名称 工場名 認定区分 都道府県
き 吉舎食品株式会社                                                                          調理 広島県

株式会社北九州ニッスイ                           第１工場                                調理、その他 福岡県
株式会社キタショク 水産、調理 北海道
九州ベストフーズ株式会社                                                                  調理、その他 福岡県
株式会社キュウレイ・フーズ                                                                農産 宮崎県
キューピータマゴ株式会社                        札幌工場 調理 北海道
キューピータマゴ株式会社                       富士吉田工場                            調理 山梨県
株式会社キューレイ                                                                        調理、その他 福岡県
極洋食品株式会社                                  ひたちなか工場                          調理 茨城県
極洋食品株式会社                                  塩釜工場                                水産、調理 宮城県
キョクヨーフーズ株式会社                                                                  調理 愛媛県
ぎょれん総合食品株式会社                                                                  調理 北海道
株式会社キョーワ                                                                          調理 香川県
キンセイ食品株式会社 本社工場                                調理 神奈川県

会員名称 工場名 認定区分 都道府県
く 沓掛冷食有限会社                                  本社工場                                調理 長野県

クニヒロ株式会社                                  福山工場                                調理 広島県
国広水産株式会社                                                                          水産 広島県
株式会社クマレイ 農産、調理 熊本県
クレードル興農株式会社                            喜茂別工場                              農産、調理 北海道
クレードル食品株式会社                            美幌工場                                農産、調理、その他 北海道
クワバラ食品株式会社                              本社工場                                調理 愛媛県

         会員名称 工場名 認定区分 都道府県
け ケイエス冷凍食品株式会社                          泉佐野工場                              調理 大阪府

ケンコー食品株式会社                              森島工場                                調理 石川県
ケンミン食品株式会社                              篠山工場                                調理 兵庫県

会員名称 工場名 認定区分 都道府県
こ 株式会社合食 八戸工場                                調理 青森県

株式会社國洋 水産、調理 岩手県
株式会社コシノ 七尾工場 水産、調理 石川県
コッコ株式会社                                                                            調理 愛知県
寿冷凍食品株式会社                                五十崎工場                              調理 愛媛県
寿冷凍食品株式会社                                本社工場                                調理 愛媛県
毎味水産株式会社 坂田本社工場 水産 愛知県
五洋食品産業株式会社 本社工場                                その他 福岡県



会員名称 工場名 認定区分 都道府県
さ 株式会社菜花堂                                                                          その他 岩手県

株式会社さかえ屋                                 平恒工場                                その他 福岡県
埼玉シマダヤ株式会社                              調理 群馬県
株式会社蔵王ミート                                                                      調理 山形県

         栄屋乳業株式会社                                                                          その他 愛知県
佐須一商店                                                                                水産、調理 茨城県
株式会社サスナデリコム                            清水工場                                その他 静岡県
株式会社サトー食肉サービス                                                                調理 宮城県
サヌキ畜産フーズ株式会社                                                                   調理 香川県
サポートフーズ株式会社                                                                    調理 北海道
株式会社サンオーク                                                                        調理 奈良県
株式会社サングルメ                                                                        調理、その他 鳥取県
株式会社三忠                                                                            調理 新潟県
有限会社サントーフーズ 調理 長野県
サンバーグ株式会社                                茨城工場                                調理 茨城県
サンマルコ食品株式会社                            浦幌工場 調理 北海道

         サンマルコ食品株式会社                            恵庭工場                                調理 北海道
サンマルコ食品株式会社                            津別工場                                調理 北海道
サンミート株式会社                                                                        調理 香川県
サンヨー食品株式会社                                                                      調理 宮崎県
サンヨー食品株式会社                              川之江工場 農産 愛媛県
サンヨー食品株式会社                              新居浜工場 調理 愛媛県
サンライズ株式会社                                                                        農産 宮崎県
サンレイ食品株式会社 調理 静岡県
株式会社さんれい製造                              境港工場                                水産 鳥取県
株式会社さんれい製造                              安来工場                                調理 島根県
株式会社三和製玉                                                                        調理 富山県

し 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
有限会社四位農園 野尻工場 農産 宮崎県
株式会社ＪＡフーズさが 伊万里食品工場                          調理 佐賀県
株式会社ＪＡフーズさが 伊万里ピラフ工場                        調理 佐賀県

         株式会社ＪＡフーズさが 佐賀食品工場                            調理 佐賀県
株式会社ＪＡフーズさが 佐賀ピラフ工場                          調理 佐賀県
ジェイエイめむろフーズ株式会社                                                            農産、調理 北海道
株式会社ジェーシー・コムサ                        多摩工場                                調理、その他 東京都
四国日清食品株式会社                              本社工場                                調理 香川県
株式会社シバセン 柴田第二工場 調理 宮城県

         株式会社ジーピーフーズ                                                                    その他 鹿児島県
澁谷食品株式会社 九州工場 調理 鹿児島県
澁谷食品株式会社 高知工場 その他 高知県
清水冷凍株式会社                                  本社工場                                水産、調理 静岡県
株式会社昭和食品                                前橋第二工場                            調理、その他 群馬県
昭和冷凍食品株式会社                              本社工場                                調理、その他 新潟県
株式会社ショクザイ 水産、調理 静岡県

         白鳥製パン株式会社                                早野新田工場                            その他 千葉県
株式会社新サカイヤフーズ                                                                調理 北海道
新サンフード工業株式会社                                                                  農産、調理、その他 宮崎県
株式会社新東京エナック                                                                   水産、調理 福岡県

す 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
株式会社スギヨ                                    関東工場                                調理 茨城県
株式会社スギヨ                                    北海道工場                              調理 北海道
株式会社スギヨ                                    北陸工場 調理 石川県
すぐる食品株式会社                                士別工場 調理 北海道
すぐる食品株式会社                                中標津工場                              調理 北海道
すぐる食品株式会社                                新潟工場                                調理 新潟県
すぐる食品株式会社                                浜松工場                                調理 静岡県
すぐる食品株式会社                                深川工場                                調理 北海道
株式会社鈴木食品                                                                          水産、調理 千葉県
株式会社スワロー食品                                                                      調理 神奈川県



せ 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
株式会社セリア・ロイル その他 福岡県
全国農協食品株式会社                              関東工場                                農産、調理 栃木県

そ 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
株式会社ソイフ                                    和歌山工場                              調理 和歌山県

た 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
株式会社大一シーフーズ 本社工場                                水産 愛知県
大栄食品株式会社                                  岐阜工場 その他 岐阜県
大栄食品株式会社                                  本社工場                                調理 岐阜県
太海商事株式会社                                                                          水産 山口県
株式会社大光ノースイ                                                                    調理 山口県

         株式会社大商食品                                                                        調理 福岡県
大善食品株式会社                                                                          調理 千葉県
株式会社大福食品工業                                                                      調理 長野県

         有限会社太平洋水産                              本社工場                                調理 千葉県
大ワ　大和水産株式会社                                                                          調理 北海道
株式会社たかの                                                                            調理 新潟県
タカノ食品株式会社          本社工場                                調理 新潟県
タカノブ食品株式会社                              府中工場                                水産 広島県
タカノブ食品株式会社                              三原工場                                調理 広島県
株式会社隆峯                                    練馬工場                                調理 東京都
滝上産業株式会社                                                                          農産 北海道
辰広商事株式会社                                                                          水産 愛知県
株式会社谷藤水産                       調理 茨城県

ち 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
ちぬや冷食株式会社                                本社工場                                調理 香川県
株式会社中冷                                                                            調理 山口県

         
つ 会員名称 工場名 認定区分 都道府県

株式会社津田商店 釜石食品工場 調理 岩手県
都吹株式会社                                    久井工場                                調理 広島県
都吹株式会社                                    久井第二工場                            その他 広島県

て 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
株式会社TRファクトリー                          関東工場                                調理 茨城県
株式会社TRファクトリー 京都工場                                調理 京都府
ティーエスフーズ株式会社                                         調理 埼玉県
ティーエスフーズ株式会社 千葉工場 調理 千葉県
テーブルマーク株式会社 綾上工場                                調理 香川県
テーブルマーク株式会社 善通寺工場                              調理、その他 香川県
テーブルマーク株式会社 多度津工場                              調理、その他 香川県
テーブルマーク株式会社 中央工場                                調理 香川県
テーブルマーク株式会社 新潟魚沼工場                            調理 新潟県
テーブルマーク株式会社 本社工場                                調理 香川県
テーブルマーク株式会社 山本工場                                調理 香川県

         デリカサラダボーイ株式会社                                         水産、調理 愛媛県

と 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
トーア産業株式会社                                                                        農産(条件付） 千葉県
株式会社東北トクスイ                            水産、調理 宮城県
トオカツフーズ株式会社                                  前橋工場 調理 群馬県
トオカツフーズ株式会社                            山北工場 調理 神奈川県
十勝冷凍食品株式会社                                                                      調理、その他 北海道
株式会社トージツフーズ                            栗東食品工場                            調理 滋賀県
鳥取東伯ミート株式会社                                                                    調理 鳥取県
株式会社トップヒル                                                                        調理 静岡県
トーニチ株式会社                                                                          農産、その他 福島県
株式会社ともや青森工場                                                                 調理 青森県

         トリゼン食鳥肉協同組合                                                                    調理 佐賀県
株式会社ドリームフーズ                            大阪工場                                調理 大阪府



な 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
中札内村農業協同組合                              農産物加工処理施設                      農産 北海道

に 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
株式会社二幸 戸谷塚工場 調理 群馬県
株式会社ニチレイウエルダイニング 調理 愛知県
株式会社ニチレイフーズ                            関西工場                                調理 大阪府
株式会社ニチレイフーズ                            関西第二工場                            調理 大阪府
株式会社ニチレイフーズ                            白石工場                                調理 宮城県
株式会社ニチレイフーズ                            長崎工場                                調理、その他 長崎県
株式会社ニチレイフーズ                            船橋工場                                調理 千葉県
株式会社ニチレイフーズ                            船橋第二工場                                調理 千葉県
株式会社ニチレイフーズ                            船橋工場パックセンター                  農産(条件付） 千葉県
株式会社ニチレイフーズ                            森工場                                  調理 北海道
ニチロ畜産株式会社                                札幌工場                                調理 北海道

         株式会社ニッキーフーズ                            泉佐野工場                              調理 大阪府
株式会社ニッコー                                  本社工場                                調理 神奈川県
日東アリマン株式会社                              冷食工場                                調理 新潟県
日東ベスト株式会社                                大谷工場                                調理、その他 山形県
日東ベスト株式会社                                寒河江工場                              調理 山形県
日東ベスト株式会社                                神町工場 調理、その他 山形県
日東ベスト株式会社                                高松工場                                調理 山形県
日東ベスト株式会社                                天童工場                                調理、その他 山形県
日東ベスト株式会社                                東根工場                                調理 山形県
日東ベスト株式会社                                本楯工場                                調理 山形県
日東ベスト株式会社                                山形工場                                調理、その他 山形県
ニップン冷食株式会社                              竜ヶ崎工場                              その他 茨城県
日豊食品工業株式会社                              食品工場                                調理 熊本県
日本水産株式会社                                  安城工場                                調理 愛知県
日本水産株式会社                                  八王子総合工場　冷凍食品工場            調理 東京都
日本水産株式会社                                  姫路総合工場　冷凍食品工場              調理 兵庫県
日本ハム惣菜株式会社          新潟工場                                調理 新潟県
日本ハム惣菜株式会社                              北海道工場                              調理 北海道
日本ハム惣菜株式会社                              宮崎工場                                調理 宮崎県

         日本海冷凍魚株式会社                              本社工場                                調理 鳥取県
日本罐詰株式会社                                  十勝工場（芽室課芽室工場）             農産 北海道
日本食材加工株式会社                              佐土原工場                              調理、その他 宮崎県

ね 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
株式会社ネージュ                                                                          その他 大阪府

の 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
野口食品株式会社                                  本社工場                                調理、その他 愛知県
ノースイ食品株式会社                              桜島工場                                水産、農産、調理 大阪府
能登製菓株式会社                                  古府工場                                その他 石川県
ノムラ・ジャパン株式会社                          食品事業本部王子工場                    その他 東京都

         
は 会員名称 工場名 認定区分 都道府県

株式会社パイオニアフーズ                          農産、調理 北海道
階上キユーピー株式会社                                                                    調理 青森県
秦食品株式会社                                                                            調理 滋賀県
株式会社ハチカン                                  本社冷食工場                            調理 青森県
株式会社八戸フーズ 調理 青森県
八洋食品株式会社                                  関東工場                                調理 群馬県

         株式会社八ちゃん堂                              山川工場                                調理 福岡県
株式会社ハートフーズ２１                                                                  水産、調理 山口県
有限会社ハトヤ食品                                                                        水産、調理 新潟県
株式会社華桔梗                                                                          調理、その他 愛知県
羽二重豆腐株式会社                                                                        調理 石川県
株式会社浜勘                              第１工場 水産、調理 茨城県

         株式会社浜繁水産                                                                        水産、調理 大分県
浜永水産有限会社                                                                          水産、調理 大分県

         林兼産業株式会社                                  下関第二工場                            その他 山口県
ハラダフーズ株式会社 調理、その他 大分県
ハンナン食品株式会社                              南港工場                                調理 大阪府



ひ 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
びえいフーズ株式会社                              農産、調理 北海道
有限会社樋口醸造店                                                                      農産、調理 北海道
株式会社ピーコック                                小国工場                                調理 新潟県
株式会社日高食品                                                                        調理 群馬県
火乃国食品工業株式会社                            冷凍工場                                調理 熊本県
有限会社ひらか物産                                冷凍食品工場                            調理 秋田県
広島県漁業協同組合連合会 調理 広島県

ふ 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
福田食品工業株式会社                              城端工場                                調理 富山県
不二神戸フーズ株式会社                                                                    調理 兵庫県
不二製油株式会社                                  阪南事業所                              調理 大阪府

         不二つくばフーズ株式会社                                                                  調理 茨城県
株式会社フューチャーフーズ                                                                調理 鹿児島県
株式会社フリゴ                                    食品部　北港工場                        農産（条件付） 大阪府
株式会社フリゴ                                    和歌山物流センター                      農産 和歌山県
フルーツライフ株式会社 農産、その他 愛知県
株式会社フレシュール                                                                      その他 岐阜県

ほ 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
株式会社宝幸 筑西工場 調理、その他 茨城県
北陸冷蔵株式会社                                  七尾食品工場                                調理 石川県
株式会社細川食品                                豊中工場                                農産、調理 香川県
株式会社北海                                      大石工場                                調理 兵庫県

         株式会社 北海道加ト吉                                                                     調理 北海道
株式会社北海道フーズ                         農産、調理 北海道
株式会社ホワイトフーズ 本社第三工場 調理 香川県

ま 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
有限会社マイコンフーズ                                                                  水産、調理 岩手県
町田食品株式会社                                  第6工場                                 調理 静岡県
株式会社マツイ食品                                伊勢崎工場                              調理 群馬県
株式会社マツバラ                                                                          農産 鹿児島県
株式会社真秀コールド・フーズ 本社工場 調理 奈良県
マ・マーマカロニ株式会社 神戸工場 調理 兵庫県
株式会社マメックス                                本社工場                                  調理 岐阜県
マルイ食品株式会社                                高尾野工場                              調理 鹿児島県
マルイ食品株式会社                                松尾工場                                調理 鹿児島県
丸一水産株式会社                                                                          水産、調理 愛知県
株式会社マルイチ横浜                                                                      水産 青森県
株式会社丸賢商店                                本社工場                                調理、その他 静岡県
株式会社丸武小池定温倉庫                          学田工場                                農産 北海道
マルハニチロ株式会社                         大江工場                                調理 山形県
マルハニチロ株式会社                              群馬工場                                調理、その他 群馬県
マルハニチロ株式会社                              新石巻工場 調理 宮城県
マルハニチロ株式会社                          広島工場                                調理 広島県
マルハニチロ株式会社                             夕張工場                                調理 北海道
株式会社マルハニチロ九州 調理 熊本県
株式会社丸平商店                                                                         水産 山口県
まるほ食品株式会社                                本社工場                                調理、その他 香川県

         株式会社マルマス                                  十勝清水工場                            農産 北海道
株式会社マルマス                                  森工場                                  農産 北海道
丸宮青果食品有限会社                                                                      農産 長崎県



み 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
株式会社三﨑水産                                詫間工場                                調理 香川県
株式会社三﨑水産                                美馬工場                                調理 徳島県
美勢商事株式会社                                                                          調理 長野県
水戸冷凍食品株式会社                                                                      農産 茨城県
南日本ハム株式会社                                惣菜部                            調理 宮崎県
株式会社みまつ食品                                上大島工場                              調理 群馬県
宮城シマダヤ株式会社                              郡山工場                                調理 福島県
宮城シマダヤ株式会社                              古川本社工場                            調理 宮城県
有限会社みやけ食品                                七尾工場                                調理 石川県
有限会社みやけ食品                                新潟工場                                調理 新潟県
宮澤食品株式会社                                                                          調理 山形県
株式会社ミヤシタフーズ                            高遠工場                                調理 長野県
美好食品株式会社                                                                          調理 徳島県

む 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
株式会社　武蔵野フーズ                            福岡麺工場                              調理 福岡県

め 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
株式会社明治                                  茨城工場                                調理 茨城県
株式会社明治                                  静岡工場                                その他 静岡県
株式会社メイショク                                                                        調理 兵庫県
株式会社メルヘンフーズ                                                                    調理 香川県

も 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
モガミフーズ株式会社                                                                      調理 山形県
有限会社元助商店 調理 千葉県
株式会社モリタン                                  岩見沢支店栗沢食品工場                  農産、調理 北海道
株式会社モリタン                                  岩見沢支店総合食品センター              調理 北海道
株式会社モリヤ 水産、調理 宮城県

や 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
有限会社八雲                                  天伯工場 調理、その他 愛知県
山一食品株式会社 調理 福井県
ヤマガタ食品株式会社                                                                      調理 静岡県
株式会社ヤマゲン                                  本社工場                                調理 三重県
ヤマサ蒲鉾株式会社                                夢前工場                                調理 兵庫県
株式会社山崎商店                                                                        調理 千葉県
株式会社ヤマザキフーズ                                                                    調理 群馬県
株式会社山佐食品                                                                        水産、調理 静岡県
山下水産株式会社                                                                          水産、調理 広島県
株式会社ヤマフ                                                                            水産 佐賀県
株式会社ヤヨイサンフーズ                                大井川工場                              その他 静岡県
株式会社ヤヨイサンフーズ                                九州工場                                調理 福岡県

         株式会社ヤヨイサンフーズ                                気仙沼松川工場 調理 宮城県
株式会社ヤヨイサンフーズ                                清水工場                                調理、その他 静岡県
株式会社ヤヨイサンフーズ                          長岡工場                                調理 新潟県

ゆ 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
株式会社雪国まいたけ                                  名川工場                                調理 青森県
ユーユーフーズ株式会社                                                                    調理 熊本県

よ 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
株式会社ヨコオ                                    厳木工場                                調理 佐賀県
株式会社ヨコミゾ                                  大宮工場 調理 埼玉県
株式会社ヨコレイ                                                                          調理 香川県
株式会社吉田喜                                  本社工場                                調理 京都府
株式会社吉田喜九州                              本社工場                                調理 大分県

ら 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
         株式会社ライクスタカギ                                                                    調理 岐阜県

り 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
リボン食品製造株式会社                            第二工場                                その他 大阪府
株式会社リンガーハット 佐賀工場 調理 佐賀県



わ 会員名称 工場名 認定区分 都道府県
         若女食品株式会社                                                                          調理 島根県

和歌山冷凍株式会社                                南港工場                                調理 和歌山県
株式会社渡辺冷食                                                                          調理 千葉県

海外工場
         

会員名称 工場名 認定区分 国名
                                        農産 中華民国（台湾）
第2工場 農産 中華民国（台湾）

会員名称 工場名 認定区分 国名
AJINOMOTO BETAGRO FROZEN FOODS                                         調理 タイ王国
AJINOMOTO FROZEN FOODS                                         調理 タイ王国

         SURAPON NICHIREI FOODS CO.,LTD.                   KABINBURI PLANT                         調理 タイ王国
SURAPON NICHIREI FOODS CO.,LTD.                   THEPARAK PLANT                          調理 タイ王国
THAI NISSHIN SEIFUN CO.,LTD.                      FROZEN FOOD FACTORY                     調理、その他 タイ王国

会員名称 工場名 認定区分 国名
威海威東日綜合食品有限公司                                                                調理 中華人民共和国
煙台日魯大食品有限公司                            日魯大工場                              調理 中華人民共和国
山東神龍食品有限公司                                                                      調理 中華人民共和国
山東龍大冷凍食品有限公司                                                                  調理 中華人民共和国
山東龍藤不二食品有限公司                                                                  調理 中華人民共和国
青島亜是加食品有限公司                                                                    調理 中華人民共和国
連雲港味之素如意食品有限公司                                                              調理 中華人民共和国

（条件付き）はリパック工場を示す。


