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北海道 ㈱九神ファームめむろ 藤田 敏子 埼玉 アーリーフーズ㈱ 大島 辰也

北海道 ㈱コーアファーム 小林 鏡子 埼玉 ㈱アイソニーフーズ 野牛 洋介

北海道 ㈱彩香 小北 一徳 埼玉 ㈱アイフーズ 安藤 保

北海道 ㈱ダイエットクック白老 村田 隆 埼玉 ㈱関東ダイエットクック 川上 学

北海道 ㈱大果 前田 一仁 埼玉 ㈱クリタエイムデリカ 栗田 美和子

北海道 ㈱玉よし 多谷 智良 埼玉 ㈱グルメデリカ 関口 繁幸

北海道 だるま食品㈱ 上西 宣行 埼玉 ㈱コープデリフーズ 平松 精司

北海道 ㈱ピックルスコーポレーション札幌 華輪 雄司 埼玉 戸田フーズ㈱ 柴田 尚彦

北海道 (特非)プロジェクトめむろ 藤田 敏子 埼玉 ㈱ピックルスコーポレーション 宮本 雅弘

北海道 ㈱弁釜 山口 彰久 埼玉 ㈱福島食品 福島 一徳

北海道 北海道フード㈱ 大髙 己津夫 埼玉 ㈱ベルク 原島 一誠

北海道 ㈱美奈味 南澤 道男 埼玉 ㈱豊彩 水上 明

北海道 ライラック・フーズ㈱ 松帆 裕平 埼玉 マルコーフーズ㈱ 村岡 守

北海道 ㈱ラルズ 猫宮 一久 埼玉 ㈱武蔵野 安田 定明

青森 ㈱あおもりコープフーズ 河端 和利 埼玉 ㈱ヤオコー 川野 澄人

青森 かがや食品㈱ 尾崎 淳 千葉 青柳食品㈱ 徳永 伸一郎

青森 ㈱サンカツ 三上 勝久 千葉 ㈱エス・デリカファクトリー 星 良雄

青森 ㈱青和食品 齋藤 行正 千葉 ㈱神田乾物 石井 潤一

岩手 ㈱兼平製麺所 兼平 賀章 千葉 ㈱グローバルフーズ 大村 與志恵

岩手 ㈱ハローワーク 錦山 功 千葉 ㈱サンフレッシュ 吉田 薫

岩手 ㈱富士商会 谷口 博計 千葉 タイヘイ㈱ 太田 健治郎

岩手 マーマフーズ㈱ 伊藤 紘 千葉 デリシャス・クック㈱ 澤野 厚志

岩手 マジックパール㈱ 齋藤 文誉 千葉 虎屋産業㈱ 渡部 伸明

宮城 ㈱海祥 大友 史祥 千葉 HIKARINIHON㈱ ﾎｱﾝ ｸｵｯｸ ﾅﾑ

宮城 ㈱佐市 佐藤 啓二 千葉 フジフーズ㈱ 大村 剛史郎

宮城 ㈱サトー食肉サービス 玉河 康彦 千葉 フレッシュ食品㈱ 高橋 明史

宮城 シブヤ食品㈱ 渋谷 武幸 千葉 万星食品㈱ 佐藤 徹夫

宮城 ㈱仙水フーズ 三浦 孝一郎 千葉 ㈱若しば企画サービス 佐藤 光

宮城 ㈱だい久製麺 中楯 恭悦 東京 相生産業㈱ 大沢 恭二

宮城 (一社)みやぎ保健企画 荒井 正美 東京 ㈱あずみのふうず 関根 良一

秋田 ㈱秋田ごはん工場 佐藤 幹子 東京 ㈱いなげや 本杉 吉員

山形 ㈱松川弁当店 林 真人 東京 ㈱イチハラフーズ 遠藤 新二

山形 ㈱ミールサービス 石井 さち子 東京 イニシオフーズ㈱ 伊東 裕雄

福島 内池醸造㈱ 内池 崇 東京 ㈱エスエムアイ 小嶺 文岳

福島 ㈱グリーンフーズよしだ 吉田 和義 東京 ㈱エムアイフードスタイル 雨宮 隆一

福島 ㈱デリアン・クオリティー 三浦 清孝 東京 ㈱オージーフーズ 高橋 徹

福島 ㈱美女来 渡部 隆夫 東京 ㈱大島園 大島 道朗

福島 ㈱フォーシーズンファクトリ 小池 信介 東京 ㈱大谷政吉商店 大谷 憲一

茨城 ㈲大蔵 繁藤　 衛 東京 岡常商事㈱ 岡 敬太郎

茨城 ㈱カジマ 梶間 桂子 東京 オリジン東秀㈱ 沢村 弘也

茨城 ㈱カスミ 山本 慎一郎 東京 ㈱韓国広場 金 根熙

茨城 ㈱せき 関 孝範 東京 キトクフーズ㈱ 木村 良

茨城 弥七 佐藤 渡 東京 ㈱給食センター富貴 野澤 巳津男

栃木 遠藤食品㈱ 遠藤 栄一 東京 ㈱合食　東京本社 砂川 雄一

栃木 ㈱小野口商店 小野口 修平 東京 ㈱サンデリカ 加藤 新悟

群馬 ㈱クリハラ 岩渕 真知子 東京 ㈱ジェイアール東海パッセンジャーズ 松尾 啓史

群馬 ㈱田村屋 遠藤 直行 東京 湘南食品㈱ 林 廣美

群馬 ㈱みまつ食品 神山 光永 東京 ㈱知床鮨 中山 隆

群馬 モリヨシ㈱ 檜垣 周作 東京 シントミフーズ㈱ 斉藤 貢

群馬 宵 八久 織間 茂宏 東京 ㈱隆峯 酒井 壌一
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東京 ㈱ちよだ鮨 中島 正人 新潟 原信ナルスオペレーションサービス㈱ 原 和彦

東京 ㈱チルディー 綱島 正芳 新潟 ㈱ひまわり食品 髙野 と志子

東京 ㈱佃浅商店 杉原 健司 新潟 ㈱マツイフーズ 松井 洋

東京 デリア食品㈱ 柴崎 健 新潟 ㈲みやけ食品　新潟営業所 三宅 徳昌

東京 堂本食品㈱ 堂本 高義 富山 アイディック㈱ 尾﨑 弘明

東京 東立商事㈱ 晁 向陽 富山 ㈱アルデジャパン 上野 弘樹

東京 ㈱仲野水産 仲野 彰芳 富山 ㈲こでら 大井山 行雄

東京 ㈱なとりデリカ 名取 敏男 富山 ㈱三和製玉 松永 豊

東京 ㈱ニッセーデリカ 川手 康正 富山 ㈱竹勘 竹内 信善

東京 日本化工食品㈱ 藤井 徳夫 富山 ㈱つかもと 塚本 秀一

東京 ㈱日本ばし大増 穐山 健輔 富山 ㈱ナプロス 宮野 勲

東京 ビッグシェフ㈱ 藤咲 秀知 富山 菱富食品工業㈱ 頭川 俊一

東京 ㈱ファーストフーズホールディングス 澤田 昌己 富山 ㈱フードシステム 魚谷 和彦

東京 ㈱鮒忠 根本 修 富山 ㈱フクショク 柄崎 増夫

東京 プリマハム㈱ 千葉 尚登 富山 北陸ミート㈱ 押川 実恵

東京 ㈲マツオ商店 堀田 松男 富山 ㈱ユーキフーズ 小竹 裕貴

東京 丸上食品工業㈱ 山田 祥子 石川 イケウチ㈱ 池内 孝輔

東京 丸仙青果㈱ 冨沢 進太郎 石川 ㈱一膳 越田 一

東京 ㈱ミート・コンパニオン 阿部 昌史 石川 ㈱宇ノ気給食センター 越田 一

東京 ㈱ヤマヲ 岡部 直士 石川 カナカン㈱ 谷口 英樹

東京 ㈱ヤヨイサンフーズ 大西 宏昭 石川 ㈱クオリティランチ 越田 一

東京 ㈱吉野家ホールディングス 河村 泰貴 石川 ㈱スギヨ 杉野 哲也

東京 ㈱ヨシムラ・フード・ホールディングス 北堀 孝男 石川 大生食品工業㈱ 乗地 茂勝

東京 ㈱よしや 小泉 雅一 石川 ㈱八幡 久保 圭子

東京 ㈱ライフコーポレーション 清水 信次 福井 ㈱大津屋 小川 明彦

東京 わらべや日洋食品㈱ 繪畑 将英 福井 フレッグ食品工業㈱ 斎藤 眞理夫

神奈川 ㈱太堀 渡部 隆夫 山梨 ㈱オギノ 荻野 寛二

神奈川 キンセイ食品㈱ 加藤 貴司 山梨 ㈱シミズフレッシュデリカ 清水 文哉

神奈川 寿食品㈱ 安田 琢磨 山梨 ㈱富士物産 トウサック 路子

神奈川 相模フレッシュ㈱ 初岡 慶一 山梨 ㈱まもかーる 佐藤 明彦

神奈川 ㈱サンフーズ 山﨑 正三 長野 ㈱会玉屋 関 利旭

神奈川 ㈱ジャンボリア 千田 法久 長野 信越明星㈱ 大谷 昌史

神奈川 ㈱セイショク 梅下 弘 長野 ㈱フレッシュベジ加工 岩原 一弘

神奈川 大栄フーズ㈱ 岡 康人 長野 ㈲本郷鶏肉 平野 拓也

神奈川 トオカツフーズ㈱ 池田 晋一 長野 ㈱みすずコーポレーション 塚田 裕一

神奈川 ㈱はなまるフードサービス 川名 勝経 岐阜 ㈱伊藤食品 伊藤 貴信

神奈川 ㈱美幸軒 安達 成幸 岐阜 ㈱鵜舞屋 髙森 幹啓

神奈川 ㈲ミック 陳 祖明 岐阜 カネハチ㈲ 杉山 由起子

神奈川 ㈱ミツハシ 三橋 美幸 岐阜 ㈱河合寿司 河合 敏直

神奈川 利恵産業㈱ 高木 勇輔 岐阜 中部フーズ㈱ 纐纈 直孝

新潟 ㈲石倉製麺所 石倉 悟 岐阜 ㈱デリカスイト 堀 富則

新潟 ㈱ウオロク 本多 伸一 岐阜 ㈱ながもり　米野工場 柳原 克弥

新潟 ㈱木村食品 木村 学 岐阜 ㈱緑洲通商 李 朝罡

新潟 ㈱クックライフ 山田 恵子 静岡 カネギ東海フーズ㈱ 松村 和彦

新潟 サトウ産業㈱ 佐藤 昭二 静岡 ㈱こめやフードサービス 米田 成正

新潟 ㈱佐藤食肉 佐藤 久 静岡 ㈱タカラ・エムシー 上野 拓

新潟 ㈱サンキューオールジャパン 樋口 勤 静岡 ㈱知久 知久 利克

新潟 ㈱三幸 佐藤 克成 静岡 ㈱はまちゅう 塚田 充広

新潟 タカノ食品㈱ 髙野 聡造 静岡 マックスバリュ東海㈱ 神尾 啓治

新潟 ㈱ハイブリイ 高橋 悠 静岡 ヤマガタ食品㈱ 上窪 清治
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静岡 ㈱ヤマザキ 山崎 朝彦 京都 ㈱吉田喜 吉田 宣喜

静岡 ヨシケイ開発㈱ 林 雅広 大阪 ㈱アドバンス 磯田 雅人

愛知 ㈱あじわい亭 酒井 益幸 大阪 ㈱いいなダイニング 梛木 浩二

愛知 ㈱石川屋 石川 大介 大阪 ㈱泉乃井 打谷 一夫

愛知 イチビキ㈱ 中村 光一郎 大阪 エスアールジャパン㈱ 芝原 勲

愛知 ㈱魚初 村田 雄彦 大阪 ㈱ＭＤＧ 喜多 広美

愛知 ㈲右大臣 宇佐美 とよ子 大阪 合同食品㈱ 和田 友宏

愛知 カネハツ食品㈱ 加藤 英敏 大阪 ゴールドエッグ㈱ 浪越 智

愛知 カネ美食品㈱ 園部 明義 大阪 ㈱崔さんのお店 西條 八十美

愛知 ㈱後藤食品 後藤 金成 大阪 ㈱サンエッセン 山口 利昭

愛知 ㈱塩義 中野 義光 大阪 ㈱せんにち 松本 哲生

愛知 ㈱シバタ 大久保 守晃 大阪 大起産業㈱ 佐伯 慎哉

愛知 ㈱松寿 松浦 英一郎 大阪 ㈱大つる 道勇 泰孝

愛知 ㈱新川食品 古川 定容 大阪 ダイワサミット㈱ 大竹 勇人

愛知 ㈱セキヤ食品工業 関谷 冴基 大阪 ㈱田中食品興業所 田中 利明

愛知 セントラル製麺㈱ 松浦 清 大阪 ニコニコのり㈱ 白羽 清正

愛知 ㈱だるま 内藤 昇 大阪 ㈱ハークスレイ 青木 達也

愛知 ドミーデリカ㈱ 梶川 勇次 大阪 ㈱阪急デリカアイ 森川 保

愛知 中日本ハイウェイ・リテール㈱ ういいｊｊ 則雄 大阪 松田食品工業㈱ 松田 淺三

愛知 ㈱フジデリカ 前田 政彦 大阪 丸大食品㈱ 佐藤 勇二

愛知 ㈱フルックス東海 黒田 久一 大阪 ㈱山福 柏木 直樹

愛知 プリムイソベン㈱ 小林 一茂 兵庫 明石食品㈱ 明石 敏孝

愛知 ㈱まつおか 松岡 まち子 兵庫 ㈱今里食品 今里 有利

愛知 ㈱まつかわ 松川 重敏 兵庫 沖物産㈱ 村上 俊二

愛知 ㈱松屋栄食品本舗 長瀬 由和 兵庫 ㈱関西スーパーマーケット 福谷 耕治

愛知 ㈲水上食品 水上 眞二 兵庫 関東屋またの食品㈱ 俣野 貴彦

愛知 ㈱ミノカン 酒井 益幸 兵庫 ㈱グランドフードホール 佐藤 健

愛知 ㈱ミノヤランチサービス 酒井 益幸 兵庫 ケンミン食品㈱ 高村 祐輝

愛知 ㈱ヤマナカ 中野 義久 兵庫 ブンセン㈱ 田中 智樹

愛知 ㈱ロハスフード 村田 貴彦 兵庫 ㈱ロック・フィールド 古塚 孝志

三重 オーケーズデリカ㈱ 杉本 香織 奈良 ㈱味の大和路 宇惠 善和

三重 ㈱柿安本店 赤塚 保正 奈良 ㈱奈良コープ産業 米田 季弘

三重 ㈱三水フーズ 小久保 貴之 奈良 ㈱フルックス 黒田 久一

三重 三成食品㈱ 松田 匡史 奈良 三原食品㈱ 三原 義克

三重 デリカ食品㈱ 岡田 邦和 和歌山 藤本食品㈱ 藤本 典子

三重 丸味食品㈱ 嵩原 龍徳 鳥取 ㈱マルテSF 畠山 広幸

三重 ㈱港屋 吉川 政樹 島根 ㈱出雲みらいフーズ 磯橋 潤

三重 ヤマダイ食品㈱ 樋口 智一 島根 ㈱キヌヤ 領家 康元

滋賀 タナカフーズ㈱ 松林 耕造 島根 ㈱大惣 伊東 弘隆

滋賀 ㈱ベジカフーズ 福岡 典子 岡山 ㈱魚宗フーズ 山本 雅史

滋賀 ㈱ベストーネ 田中 仁史 岡山 三友食品㈱ 小椋 義昭

京都 角井食品㈱ 角井 美穂 岡山 ㈱つるや 梶谷 周平

京都 ㈱関西ダイエットクック 江口 勲 岡山 ㈱仁科百貨店 仁科 正己

京都 ㈱煌 中村 勝浩 岡山 ㈱ハートデリカ 苫田 敏之

京都 ㈱柴常 柴垣 勝巳 岡山 ㈱藤屋 西村 真

京都 ㈱野村佃煮 野村 啓介 岡山 わかば食品㈱ 赤澤 英世

京都 ㈱ノムラフーズ 長嶋 茂 広島 ㈱ＩＳＥ広島育ち 小林 直哉

京都 ㈱ピックルスコーポレーション関西 大西 敏彦 広島 アステピア㈱ 谷口 彰啓

京都 ㈱俵たん 長瀬 次郎 広島 ㈱イズミ 山西 泰明

京都 珉珉食品㈱ 平嶋 修作 広島 ㈱門井商店 門井 俊
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広島 ㈱ダイエットクックサプライ 野吹 宜充 熊本 ふくとく㈱ 太田 悦生

広島 広島アグリフードサービス㈱ 中島 和雄 熊本 ㈲マツエダフーズ 松枝 隆

広島 広島駅弁当㈱ 矢野工場 中島 和雄 大分 ㈱くらや 大倉 荘三郎

広島 ㈱藤三 藤村 重造 大分 ㈲もり商事 森 一崇

広島 ㈱マイ･コック 松井 勇也 宮崎 (農)香川ランチ 香川 憲一

広島 ㈱ゆめデリカ 阿部 睦夫 宮崎 (社福)キャンバスの会 加工センターキャンバス 楠元 洋子

山口 農水フーヅ㈱ 武内 政幸 宮崎 ㈱永友食品 日髙 惣平

山口 ㈱丸久 田中 康男 宮崎 ㈱マルイチ 高木 大

山口 ミートセンター杉本畜産㈱ 杉本 忠雄 宮崎 ミツイシ㈱ 黒木 宏二

山口 (福)緑山会 齋藤 淳 宮崎 宮崎デリカフーズ㈱ 香川 憲一

徳島 ㈲グリーンランド 丸岡 芳照 鹿児島 マルイ食品㈱ 栫 操

徳島 四国化工機㈱ 植田 滋 鹿児島 明和食品㈱ 川邊 ゆう子

徳島 ㈱徳冷 松尾 和典 鹿児島 ㈱山川食品 栗田 徳孝

徳島 ㈱マルハ物産 林 香与子 沖縄 アンリッシュ食品工業㈱ 二宮 大朗

香川 ㈱キングフーズ 安岐 麗子 沖縄 沖食スイハン㈱ 伊佐川 正晃

香川 ㈱フードテック 青山 光一 沖縄 三高水産㈱ 馬詰 剛

香川 ㈱藤井食品 藤井 一博 沖縄 ㈱積徳商事 髙見 みどり

香川 ㈱ヨコレイ 横山 正久 沖縄 ㈱立川フードサービス 宮平 良哲

愛媛 愛麺㈱ 平田 丈治 沖縄 ㈱リウボウフーズ 糸数 剛一

愛媛 ㈱クック・チャム 藤田 敏子 海外 ニジヤマーケット、NIJIYA MARKET 土井 仁司

愛媛 ㈱クック・チャム四国 野口 佳秀

愛媛 ㈱クック・チャム my mama 日野 浩司

愛媛 四国医療サービス㈱ 吉永 英人

愛媛 日本食研㈱ 大沢 哲也

愛媛 日本食研製造㈱ 石塚 慎一郎

愛媛 日本食研ホールディングス㈱ 大沢 哲也

愛媛 ㈱ビージョイ 宮内 圭三

愛媛 ㈱フードサポート四国 林 雅広

愛媛 ㈱フジデリカ･クオリティ 髙橋 正人

高知 ㈱アピタ 佐井 英行

高知 ㈱サニーマート 中村 彰宏

福岡 ㈱イヌイ 松石 博文

福岡 ㈱エル三和 木下 恭輔

福岡 オーケー食品工業㈱ 大重 年勝

福岡 ㈱主計物産 主計 高広

福岡 ㈱クックチャムプラスシー 竹下 啓介

福岡 ㈱クックチャム マイシャンス 保利 浩秀

福岡 ケアユー㈱博多工場 八尋 滋泰

福岡 ㈱セイブ 田中 憲治

福岡 ㈱ＮＡＧＡＩ 長井 利正

福岡 ㈱はたなか 畑中 敬史

福岡 ㈱不二食 島田 勇

福岡 まんてん食品㈱ 陳 建軍

福岡 ㈱むすんでひらいて 原田 将太

福岡 明治屋産業㈱ 佐藤 由美

佐賀 ㈱九州ダイエットクック 立石 謙児

熊本 イケダ食品㈱ 亀井 創太郎

熊本 ㈱サン・ミールサプライ 平井 浩一郎

熊本 ㈱ヒライ 平井 浩一郎

熊本 ㈱ヒライ給食宅配サービス 平井 謙丞

代表者氏名代表者氏名


