
●過去の掲載企業一覧 ※トップインタビュー、ルポ&インタビュー、新工場紹介のみ

掲載号 トップインタビュー ルポ＆インタビュー 新工場紹介

2017/06 カンロ㈱ ㈱イタリアントマト　東京工場グランデ ㈱王将フードサービス　東松山工場

2017/05 ㈱ファーマインド 井桁堂㈱　豊田工場 －

2017/04 高砂香料工業㈱ － 相模屋食料㈱　赤城工場

2017/03 石井食品㈱ トモヱ乳業㈱　第二工場 デリシャス・クック㈱　習志野工場

2017/02 伊藤ハム米久ホールディングス㈱ 井辻食産㈱ ㈱大森　本社工場

2017/01 日本水産㈱ ㈱カネカサンスパイス　茨城工場 正田食品㈱　津山工場

2016/12 ㈱ゼンショーホ－ルディングス ㈱フードサービス トーワ　本社工場 理研ビタミン㈱　千葉工場　新液体工場

2016/11 理研ビタミン㈱ ㈱ナック　クリクラ本庄工場
㈱あおもりコープフーズ

あおもりセントラルキッチン

2016/10 日清製粉㈱ 鳥取県畜産農業協同組合 ㈱パールライス宮城　炊飯センター

2016/09 ヨシケイ開発㈱ サンハウス食品㈱ －

2016/08 六甲バター㈱ 上野砂糖㈱ ㈱八天堂　広島みはら臨空工場

2016/07 ㈱大商金山牧場 ㈱ハチカン　本社冷凍食品工場 石丸製麺㈱　新第2工場

2016/06 ㈱にんべん 四国乳業㈱　本社工場 ㈱コープフーズ　第2工場

2016/05 四国乳業㈱ － ㈱アレフ　沖縄MLP

2016/04 日本ハム㈱ ㈱リンガーハット　富士小山工場 中浦食品㈱　松江工場

2016/03 伊那食品工業㈱ マルトモ㈱　本社工場 ㈱武蔵野フーズ　カムス神戸工場

2016/02 ㈱アキタ － 日世㈱　東松山工場

2016/01 レンゴー㈱ 日本フード㈱ 月島食品工業㈱　神戸第2工場

2015/12 イセ食品㈱ 丸善食品工業㈱　鶴岡工場 ㈱ヨコオデイリーフーズ　甘楽第二工場

2015/11 大東カカオ㈱
㈱サラダコスモ　信州第二工場

㈲中津川サラダ農園
－

2015/10 味の素㈱ カネハツ食品㈱　第一工場 ㈱明治　関西栄養食工場

2015/09 ㈱ANAケータリングサービス
スターゼンミートプロセッサー㈱

青森工場　三沢ポークセンター
富士正食品㈱　成田工場

2015/08 ㈱永谷園 － ㈱青木松風庵　岬工場

2015/07 イートアンド㈱ 松谷化学工業㈱　番の州工場
㈱ライフコーポレーション

船橋プロセスセンター

2015/06 ㈱オーシャンシステム － 雪印メグミルク㈱　海老名工場　新製造棟

2015/05 (一財)日本食品分析センター ㈱壱番屋　栃木工場
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱

名古屋工場　第三工場

2015/04 ㈱八千代ポートリー ヤマダイ㈱　本社工場 ㈱堀川　北海道工場

2015/03 日清シスコ㈱ ㈱えひめ飲料　松山工場 ㈱かね岩海苔　南国工場

2015/02 ㈱明治 －
㈱大商金山牧場　山地パックセンター

㈱ブールミッシュ　福浦工場

2015/01 ㈱マルイチ産商 ㈱フタバ　本社工場 ㈱武蔵野　埼玉工場

2014/12 ネスレ日本㈱ ㈱上野水産　カニ加工場 －

2014/11 マルトモ㈱ － 三州製菓㈱　埼玉第二工場

2014/10 ダイドードリンコ㈱ 一正蒲鉾㈱　北海道工場 ㈱アグリエイト

2014/09 ㈱ギンビス MCフードスペシャリティーズ㈱　日光工場 井村屋㈱　NEWようかん工場

2014/08 ㈱ジェーシー・コムサ タマノイ酢㈱　本社工場 久慈浜しらす事業協同組合「しらすパーク」

2014/07 東京青果㈱ 長野興農㈱ ㈱ピックルスコーポレーション関西　広島工場

2014/06 めいらく㈱ － －

2014/05 日清フーズ㈱ ㈲宮﨑商会　鹿児島工場 ㈱コロンバン　埼玉工場

2014/04 ㈱白子 竹本油脂㈱　亀岩工場
㈱柿の葉すし本舗たなか

本社工場アネックス

2014/03 日本食塩製造㈱ 太平洋製糖㈱ －

2014/02 中央魚類㈱
㈱さんわコーポレーション

本社プロセスセンター
マリンフード㈱　長浜工場

2014/01 日清食品㈱ ㈱アミノアップ化学
㈱マルシャン　本社工場

㈱ダイショー　九州工場



2013/12 ㈱前川製作所 ㈱白子　榛名工場 －

2013/11 日本食研ホールディングス㈱ ハナマルキ㈱　伊那工場・大利根工場 ㈱旬菜デリ　昭島事業所

2013/10 井村屋グループ㈱ (有)横浜ファーム　下妻農場　GPセンター ㈱原田　高崎工場

2013/09 ㈱林原 ㈱デイリートップ東日本 ㈱ヤマザキ　旭川工場

2013/08 塩水港精糖㈱ ホクト㈱　赤沼きのこセンター ㈱布目　本社工場

2013/07 ㈱エーデルワイス フタバ食品㈱　喜連川工場
㈱シェ・ケン　セントラルキッチン

明治油脂㈱　大阪工場

2013/06 ㈱ヤマザキ － －

2013/05 ㈱合食 ㈱堀川　本社工場 プライフーズ㈱　三沢みどりの郷工場

2013/04 日本ハム㈱ ベル食品㈱　本社工場 カバヤ食品㈱　関東第二工場

2013/03 ㈱リンガーハット 伊藤ハム㈱　神戸工場 日世㈱　南アルプス工場

2013/02 カルビー㈱ サツラク農協グループ ㈱　ミルクの郷 イートアンド㈱　新関東工場

2013/01 伊藤ハム㈱ ㈱岡三食品　本社工場 日進乳業㈱　アルプス工場

掲載号 トップインタビュー ルポ＆インタビュー 新工場紹介

2012/12 正田醤油㈱ ㈱リンガーハット　佐賀工場
高崎弁当㈱

㈱ヤマダフーズ

2012/11 森永乳業㈱
㈱久原本家

オイシア㈱
－

2012/10 一正蒲鉾㈱ － マルシン食品㈱　白根第一工場

2012/09 フタバ食品㈱ ミヨシ油脂㈱　神戸工場
㈱ANAケータリングサービス

㈱パニーデリカ

2012/08 ミヨシ油脂㈱ 佐藤水産㈱　サーモンファクトリー第1工場
ヤマサ醤油㈱　成田工場

カンロ㈱　朝日工場

2012/07 ㈱トリドール テーブルマーク㈱　魚沼水の郷工場
昭和化工㈱　福町本社工場

正田フーズ㈱　本社工場

2012/06 ㈱木村屋總本店 高崎森永㈱ キユーピータマゴ㈱　三芳工場

2012/05 エバラ食品工業㈱ かどや製油㈱　小豆島工場 －

2012/04 ひかり味噌㈱ エバラ食品㈱　栃木工場 天野実業㈱　里庄第二工場　新工場棟

2012/03 三井食品㈱ デリシャス・クック㈱　戸田工場 日東ベスト㈱　神町工場

2012/02 相模屋食料㈱ ひかり味噌㈱　飯島グリーン工場 ㈲フェスティバロ社　神戸菓舎

2012/01 ㈱日清製粉グループ本社 キユーピー㈱　五霞工場 富士の湧水㈱　第三工場

2011/12 キユーピー㈱ 相模屋食料㈱　芳賀工場 井村屋㈱　アイスデザート工場

2011/11 ㈱アッシュ・セー・クレアシオン
㈱菅野製麺所

㈱カンノ　松伏工場
㈱エースベーカリー　小牧工場

2011/10 日本クラフトフーズ㈱ 木徳神糧㈱　桶川工場 －

2011/09 キーコーヒー㈱ ㈱新進　利根川工場 サンポー食品㈱　京都工場

2011/08 木徳神糧㈱ 寿がきや食品㈱　本社工場 ユニオンソース㈱　日光工場

2011/07 オリエンタル酵母工業㈱ 六甲バター㈱　稲美工場 赤城乳業㈱　本庄千本さくら「5S」工場

2011/06 六甲バター㈱ 伯方塩業㈱　大三島工場 和光堂㈱　栃木工場　第11工場

2011/05 東海澱粉㈱ ㈱ポッカコーポレーション　名古屋工場 三州エッグ㈱　富士裾野工場

2011/04 井村屋㈱ ㈱王将フードサービス　久御山工場 ㈱はくばく　麦茶工場

2011/03 信州ハム㈱ 文明堂製菓㈱　船橋工場 五洋食品産業㈱　新本社工場

2011/02 キリンビール㈱ ㈱エコス　川越惣菜工場 ㈱東京かねふく　めんたいパーク

2011/01 カゴメ㈱ ハウス食品㈱　奈良工場 エスフーズ㈱　関東ミートセンター

2010/12 和光堂㈱ － －

2010/11 日清医療食品㈱ ㈱ダイショー　関東工場 －

2010/10 日清オイリオグループ㈱ 日世㈱　びわ湖工場 ㈱マルマツ　第2工場

2010/09 ㈱ダイショー 大阪デリカフーズ㈱　兵庫工場 ㈱ピックルスコーポレーション関西　本社工場

2010/08 石井食品㈱ － ㈱日本カイハツミート　相模原工場

2010/07 日世㈱ 石井食品㈱　八千代工場 ㈱武蔵野　福岡工場

2010/06 ㈱ミートコンパニオン マルコメ㈱　本社工場 全国農協食品㈱　関東工場　新加工施設

2010/05 秋本食品㈱ ㈱エーデルワイス　新本社工場 －

2010/04 マルコメ㈱ － ㈱明治座　東砂営業所



2010/03 ㈱幸楽苑 日本ピュアフード㈱　西宮プラント パルシステム　八王子パン工場

2010/02 ㈱日本アクセス 近藤乳業㈱　湘南工場 －

2010/01 高砂香料㈱ ㈱林原　岡山機能糖質工場 丸美屋食品工業㈱　埼玉工場

2009/12 日本ピュアフード㈱ ハーベスト㈱　湘南工場 ㈱オニザキコーポレーション　佐賀多久工場

2009/11 味の素㈱ － －

2009/10 エバラ食品工業㈱ 成田食品㈱　栃木工場 －

2009/09 ㈱前川製作所 ㈱会津畜産 －

2009/08 キリン協和フーズ㈱
デリシャス・クック㈱

㈱日本レストランエンタプライズ
㈱栃木ミツカン　栃木工場

2009/07 ㈱サタケ － －

2009/06 日東富士製粉㈱ － －

2009/05 ㈱はくばく 林兼産業㈱　都城工場 －

2009/04 パルシステム生活協同組合連合会 養命酒製造㈱　駒ヶ根工場 ㈱ウーケ　富山入善工場

2009/03 大東カカオ㈱ ㈱やくらいフーズ －

2009/02 ㈱ニッコクトラスト ㈱ジャパンファーム －

2009/01 明治乳業㈱ ケンコーマヨネーズ㈱　西日本工場 －

2008/12 ㈱神明
生活協同組合コープこうべ

六甲アイランド食品工場
土佐鰹水産㈱　静岡工場

2008/11 ㈱サカタのタネ ㈱虎屋　京都工場 －

2008/10 ㈱キンレイ ㈱マルハチ　東京工場 －

2008/09 ヱスビー食品㈱ カンロ㈱　松本工場 －

2008/08 ㈱田中食品興業所 ㈱田中食品興業所　つくば工場 －

2008/07 不二製油㈱ ㈱ロビニア －

2008/06 ㈱おやつカンパニー ㈱プレコフーズ　西東京配送センター －

2008/05 日本ハム㈱ オーケーズデリカ㈱　桑名本社工場 －

2008/04 エースコック㈱ ㈱加ト吉　新潟魚沼工場 －

2008/03 ㈱王将フードサービス 高砂香料工業㈱　磐田工場 －

2008/02 ㈱モロゾフ あしがら乳業㈱ －

2008/01 キリンホールディングス㈱ メルシャン㈱　日光工場 －

掲載号 トップインタビュー ルポ＆インタビュー 新工場紹介

2007/12 よつ葉乳業㈱ 東京シマダヤ㈱ －

2007/11 ㈱中村屋
三州食品㈱　小牧工場

三州エッグ㈱　岩倉工場
－

2007/10 ㈱あじかん ㈱あじかん　静岡工場 －

2007/09 伊藤ハム㈱ 伊那食品工業㈱　藤沢工場 －

2007/08 正栄食品工業㈱ ㈱ニチロ　大江工場 －

2007/07 長岡香料㈱ 日清製粉㈱　鶴見工場 －

2007/06 井村屋製菓㈱ 伊丹産業㈱　埼玉精米工場 －

2007/05 キッコーマン㈱ 理研ビタミン㈱　千葉工場 －

2007/04 ㈱日本アクセス 富士パン粉工業㈱　騎西工場 －
2007/03 森永乳業㈱ ㈱タカノ －

2007/02 岩下食品㈱ 岩下食品㈱　本社工場 －

2007/01 日本製粉㈱ ㈱アンリ・シャルパンティエ －

2006/12 ㈱シャトレーゼ 大東カカオ㈱　中井工場 日本食研㈱　KO宮殿工場

2006/11 小川香料㈱ ㈱味泉　八千代工場 －

2006/10 日本ミルクコミュニティ㈱ 小川畜産興業㈱　本社工場 ㈱わらべや　埼玉工場

2006/09 ㈱ミツハシ ㈱ミツハシ　春日部工場 －

2006/08 ㈱ニチレイ ㈱シャトレーゼ　豊富工場 －

2006/07 ㈱J-オイルミルズ － －

2006/06 ㈱日清製粉グループ本社 仙台グリコ㈱ －

2006/05 高砂香料㈱ 一番食品㈱　関東美野里工場 －

2006/04 フジッコ㈱ 丸美屋食品工業㈱　埼玉工場 －

2006/03 金印㈱ 日本ジフィー食品㈱　水戸工場 －



2006/02 ㈱メリーチョコレートカムパニー － ㈱伊徳　いとくデリカセンター

2006/01 ㈱菱食 － －

2005/12 長谷川香料㈱ ㈱常盤軒 －

2005/11 越後製菓㈱ － －

2005/10 日本マクドナルド
㈱東洋精米機製作所

トーヨーライスセンター関東工場
㈱武蔵野フーズ　カムス第2工場

2005/09 ㈱ピックルスコーポレーション 信田缶詰㈱　銚子工場

2005/08 一番食品㈱ ㈲丸東製茶

2005/07 ㈱白子 ㈱米澤佐藤畜産

2005/06 清水食品㈱ ㈱セゾンファクトリー

2005/05 松谷化学工業㈱
日本食塩製造㈱

日本製塩㈱

2005/04 テーオー食品㈱ 日本食研㈱　千葉本社工場

2005/03 大塚ベバレジ㈱ オリエンタル酵母工業㈱　東京工場

2005/02 ㈱みすずコーポレーション 新日本機械工業㈱　食品工場

2005/01 国分㈱ 全農パースライス東日本㈱　千葉精米工場

掲載号 トップインタビュー ルポ＆インタビュー

2004/12 ㈱ユニカフェ カゴメ㈱　那須工場

2004/11 小岩井乳業㈱ ㈱オクトス

2004/10 ドールアジア・リミテッド めいらくグループ　千葉工場

2004/09 ㈱モンテール ㈱ミツカンフレシア　館林工場

2004/08 秋本食品㈱ ㈱ロック・フィールド　静岡ファクトリー

2004/07 かどや製油㈱ ㈱はくばく　白麦米工場

2004/06 めいらくグループ ㈱武蔵野　大阪工場

2004/05 ㈱米屋 ㈱ファーストフーズ　八王子工場

2004/04 味の素冷凍食品㈱ ㈱山本海苔店　秦野工場

2004/03 カンロ㈱ ㈱崎陽軒　横浜工場

2004/02 日本食研㈱ 佐藤食品工業㈱　東港工場（経営企画室）

2004/01 ミツカングループ 森永製菓㈱　鶴見工場

2003/12 日本食塩製造㈱ ㈱金印わさび静岡

2003/11 丸美屋食品工業㈱ ヤヨイ食品㈱　気仙沼工場

2003/10 ホクト㈱ 関西べストフーズ㈱

2003/09 ㈱ナガノトマト 田村酒造場

2003/08 ハウス食品㈱ ヤスマ㈱　静岡工場

2003/07 ㈱にんべん ㈱ピックルスコーポレーション　所沢工場

2003/06 崎陽軒 キユーピー㈱　五霞工場

2003/05 石井食品㈱ ㈱ドトールコーヒー　関西工場

2003/04 ㈱常陸屋本舗 ㈱キンレイ　筑波工場

2003/03 日本農産工業㈱ ブルドックソース㈱　館林工場

2003/02 大和製罐㈱ 新三井製糖㈱　千葉工場

2003/01 森永製菓㈱ ㈱モンテール　つくば工場

2002/12 ヤヨイ食品㈱ 都南工業給食協同組合

2002/11 ブルドックソース㈱ 小岩井乳業㈱　小岩井工場

2002/10 ㈱虎屋 ヤマサ醤油㈱

2002/09 東海漬物製造㈱ カルビー㈱　清原工場

2002/08 三井農林㈱ 味の素冷凍食品㈱　関東工場

2002/07 八海醸造㈱ アサヒフードアンドヘルスケア㈱　栃木工場

2002/06 ㈱マルハチ村松 ㈱菱食　関東物流事業所

2002/05 イセ食品グループ ハナマルキ㈱　伊那工場

2002/04 オタフクソース㈱ オーランドフーズ㈱　土浦工場

2002/03 江崎グリコ㈱
日清医療食品㈱

ヘルスケアフードサービスセンター

2002/02 伊那食品工業㈱ 宝酒造㈱　松戸工場



2002/01 山崎製パン㈱ ㈱みすずコーポレーション　北工場

2001/12 ケンコーマヨネーズ㈱ アサヒ飲料㈱　富士山工場

2001/11 仙波糖化工業㈱ 雪印乳業㈱　野田工場

2001/10 ハナマルキ㈱ ハーベスト㈱　フーズサプライ湘南工場

2001/09 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ ㈱常陸屋本舗　岩井工場

2001/08 エム・シーシー食品㈱ ㈱マルハチ村松　静岡工場

2001/07 ㈱林原 神戸グリコ㈱

2001/06 日東ベスト㈱
アイビス㈱

宮坂醸造㈱　東久留米第二工場

2001/05 アサヒ飲料㈱ －

2001/04 デイリーフーズ㈱ 石井食品関西㈱

2001/03 ㈱なとり 富士パン粉工業㈱　騎西工場

2001/02 ヤマサ醤油㈱ 三井農林㈱　須玉工場

2001/01 東洋製罐㈱ ㈱武蔵野　横浜工場

2000/12 カルビー㈱ マ・マーマカロニ㈱　宇都宮工場

2000/11 和光堂㈱ 三島食品㈱　関東工場

2000/10 はごろもフーズ㈱ 理研ビタミン㈱

2000/09 三島食品㈱ テーオー食品㈱　所沢工場

2000/08 ㈱菱食 ㈱虎屋　御殿場工場

2000/07 旭電化工業㈱ 日清食品㈱　静岡工場

2000/06 サンヨー食品㈱　 旭電化シンガポール

2000/05 昭和産業㈱ ㈱ヤクルト本社　富士裾野工場

2000/04 吉原製油㈱ ㈱湖池屋　関東工場

2000/03 オリエンタル酵母工業㈱ カルピス㈱　群馬工場

2000/02 カルピス㈱ ジャル ロイヤル ケータリング㈱

2000/01 理研ビタミン㈱ ㈱なとり　埼玉工場

掲載号 トップインタビュー ルポ＆インタビュー

1999/12 キーコーヒー㈱ 村上給食㈱　川俣工場

1999/11 サッポロビール㈱ 日本製粉㈱　神戸甲南工場

1999/10 ㈱雪国まいたけ ㈱雪国まいたけ　六日町工場

1999/09 中京コカ・コーラボトリング㈱ ㈱サンフレックス　本社工場

1999/08 米久㈱ サントリー㈱　白州蒸溜所

1999/07 ㈱ポッカコーポレーション ㈱ポッカコーポレーション　名古屋工場

1999/06 ㈱ニチロ 小倉食品㈱　本社工場

1999/05 亀田製菓㈱ 亀田製菓㈱　本社工場

1999/04 森永乳業㈱ －

1999/03 ㈱ホーネンコーポレーション 東京果汁工業㈱　戸田工場

1999/02 味の素㈱ ㈱中西ハム　熊谷工場

1999/01 カゴメ㈱ －

1998/12 三国コカ・コーラボトリング㈱ －

1998/11 小西酒造㈱ アサヒビール㈱　四国工場

1998/10 日本製粉㈱ 明治乳業㈱　守谷工場

1998/09 アサヒビール㈱ ㈱榮太樓總本鋪　調布工場

1998/08 キリンビバレッジ㈱ ㈱ロッテ　狭山工場

1998/07 明治乳業㈱ －

1998/06 メルシャン㈱ 旭松食品㈱　埼玉工場

1998/05 日清製油㈱ ㈱白子　榛名工場

1998/04 ㈱伊藤園 －

1998/03 日本ハム㈱ 味の素ゼネラルフーヅ㈱　尾島工場

1998/02 三井製糖㈱ 青葉化成㈱　泉開発研究所

1998/01 キッコーマン㈱ フライスター㈱　東海工場

1997/12 ㈱永谷園 －

1997/11 キユーピー㈱ 梶原工業㈱　東京工場



1997/10 雪印乳業㈱ －

1997/09 ㈱ニチレイ 明治製菓㈱　関東工場

1997/08 日清製粉㈱ 日清製粉㈱　東灘工場

1997/07 明治製菓㈱ サントリー㈱　白州工場

1997/06 ㈱加ト吉 ㈱加ト吉　新潟魚沼工場

1997/05 キリンビール㈱ キリンビール㈱　神戸工場


