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「食品業界ビジネスガイド 食糧年鑑・食品界総合名簿」
団 体 名 簿 掲 載 ご 協 力 の お 願 い
拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は格別のお引立てにあずかり心から御礼

申し上げます。
さて、弊社では昭和23年の創刊以来毎年「食品業界ビジネスガイド（食糧年鑑）」を刊行しております。
本書は、食品業界の動向を徹底分析した〈業界動向・資料統計編〉と、全国食品関連企業約80,000社・各
業種別関連約800団体を網羅した〈総合名簿編〉から成るもので、業界唯一の総合資料として大変好評を
博し、幅広い層の方々にご利用いただいております。これもひとえに皆様のご協力の賜物と、深く感謝申
し上げます。
つきましてはぜひご協力を賜り、食品関連団体名簿に貴会様を掲載させて頂きたいと思います。最新の
貴会会員名簿またはそのコピーを1部お譲り頂けましたら、弊社で責任を持って制作致します。掲載無料
のＰＲ誌として是非ともご活用下さいますようお願い申し上げます。
なお、団体名・住所・電話の後に、団体の概要を掲載しています。ご多忙のところ恐縮に存じますが、
同封の団体概要記入用紙にご記入の上、貴会をさらにPRしていただきますよう、重ねてご協力の程宜し
くお願い申し上げます。
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具

記
●最新の貴会会員名簿のコピーを一部お送りください。弊社で責任を持って制作致します。なお、
特定の個人と識別できる情報の掲載は削除頂けますようお願い申し上げます。
●団体概要記入用紙へのご記入も重ねてお願い申し上げます。
●インターネットホームページアドレス、またはE メールアドレスをお持ちの場合は（団体概要記入
用紙に）ご記入下さい。読者が貴会ホームページを閲覧致します。
●ご返送の際は、FAXにてご返信下さい→fax03-5210-7718
●掲載は一切無料であり、また書籍購入の義務もありません。
●すでに掲載されている団体一覧は最終ページをご覧ください。または直接お問い合わせ下さい。

○ 締切り 平成 29 年 1月27日（金）

掲載見本

全国穀類工業協同組合

理事長 日食太郎
111-0036東京都台東区松が谷4-11-3
03（3845）0881
穀粉会館2Ｆ
URL http://www.natto.ne.jp/
E-mail natto@natto.ne.jp
設立年月日 昭和29年４月12日
会 員 数 企業会員（正会員21社／賛助会員10社）・平成28年９
月現在
創 立 目 的 全国の会員の相互扶助の精神に基づいて、会員および
その組合員のために必要な共同事業を行い、もって所
属員の自主的な経済活動を促進する。
沿革・特色 国産でんぷんを製造する業者で組織する団体で、業界
※個人情報の取扱いについて：提供いただきました個人情報
の情報交換や技術革新を研究し、消費者の皆様に安全
で美味しい食材を提供することに努力している。
は、当該業務および当社からのご案内を目的として利用しま
………………………………………………………………………………
す。なお、個人情報を当該業務の委託に必要な範囲で委託先
マルカワ食品㈱ 004-0872 札幌市清田区平岡二条
03（3845）0881
に提供する場合や関係法令により認められる場合などを除き、
1-2-3
お客様の許可なく第三者に提供することはありません。
札 幌 支 店 004-0872 札幌市清田区平岡二条
03（3845）0881
1-2-3
日本食糧新聞社 出版本部
はまなす食品工業㈱ 004-0872 札幌市清田区平岡二条1
03（3845）0881
〒101-0051東京都千代田区神田神保町2-5北沢ビル4Ｆ
福
や㈱ 004-0872 札幌市清田区平岡二条
03（3845）0881
1-2-3
TEL03(3288)2177 FAX03(5210)7718
小島屋製麺㈱
004-0872 札幌市清田区平岡二条
03（3845）0881
お問い合わせ
食糧年鑑名簿担当まで
食品工場
1-2-3

締切後に届いた場合は来年度
（2018年食糧年鑑）に掲載させ
て頂きます。予めご了承下さい。

団体概要をご記入の上、FAXにてご返信ください。
リスト等も同送してください。

食品関連団体【沿革・特色】
ご記入のお願い
拝啓

貴会ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成29年３月に『2017食品業界ビジネスガイド 食糧年鑑』を刊行すべ
く現在、約800の食品関連団体を対象に調査を進めております。
つきましては、各団体の概要がわかりやすい内容にすべく、会員名簿とは別添
で下記①〜⑨欄のご記入をお願いしております。
誌面のスペースの都合上、文字数を限らせていただきますが、この趣旨ご理解
の上貴会をさらにPRして頂きますようご協力の程宜しくお願い申し上げます。
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TEL:03-3288-2177

FAX:03-5210-7718

2016食糧年鑑：名簿編 掲載団体（五十音順）
団体名

愛知県餡研究会
愛知県学校給食物資流通協同組合
愛知県牛乳協会
愛知県酒造組合
愛知県生活協同組合連合会
愛知県製麺工業協同組合
愛知県清涼飲料協同組合
愛知県茶商工業協同組合
愛知県漬物事業協同組合
愛知県味噌溜醤油工業協同組合
愛知県料理生活衛生同業組合
青森県酒造組合
青森県醸造食品工業協同組合
青森県製餡協同組合
青森県生活協同組合連合会
青森県漬物組合
青森県納豆協同組合
秋田県牛乳協会
秋田県酒造組合
秋田県製餡協同組合
秋田県生活協同組合連合会
秋田県製麺協同組合
秋田県漬物協同組合
秋田県納豆商工業協同組合
秋田県味噌醤油工業協同組合
厚木地区麺業組合
アメリカ大豆輸出協会
アルミ缶リサイクル協会
淡路手延素麺協同組合
飯田味噌醤油工業協同組合
石川県牛乳協会
石川県酒造組合連合会
石川県醤油協同組合
石川県製麺工業協同組合
石川県茶商工業協同組合
石川県漬物商工業協同組合
石川県味噌工業協同組合
茨城県乾麺協会
茨城県酒造組合
茨城県醤油工業協同組合
茨城県製餡工業協同組合
茨城県生活協同組合連合会
茨城県製麺協同組合
茨城県漬物工業協同組合
茨城県味噌協同組合
茨城県納豆商工業協同組合
茨城県乳業協会
(一財)いも類振興会
(一社)いわし普及協会
岩手県牛乳協会
岩手県酒造組合
岩手県製餡協同組合
岩手県茶商組合
岩手県漬物協同組合
岩手県納豆工業協同組合
岩手県パン工業組合
岩手県味噌醤油工業協同組合
いわて食料産業クラスター協議会
上田味噌醤油工業協同組合
協同組合エイケイケイ
越後味噌工業協同組合
愛媛県酒造組合
愛媛県醤油味噌協同組合
愛媛県製餡協同組合
愛媛県生活協同組合連合会
愛媛県製麺協同組合
愛媛県清涼飲料工業協同組合
愛媛県清涼飲料工業組合
特定非営利活動法人エフビーオー
MLA豪州食肉家畜生産者事業団
塩ビ食品衛生協議会
大分県牛乳協会
大分県椎茸振興協議会
大分県酒造組合
大分県製餡組合
大分県生活協同組合連合会
大分県清涼飲料工業組合
大分県茶商業協同組合
大分県漬物工業協同組合

団体名

大分県生麺組合連合会
大分県味噌醤油工業協同組合
(一社)大阪外食産業協会
大阪珈琲商工組合
大阪胡麻加工組合
大阪海苔協同組合
(一社)大阪府牛乳協会
大阪府酒造組合
大阪府製餡工業協同組合
大阪府生活協同組合連合会
大阪府製麺商工業協同組合
大阪府清涼飲料工業協同組合
大阪府茶業協同組合
大阪府漬物事業協同組合
大阪府味噌工業協同組合
大野醤油協同組合
岡山青果卸売協同組合
岡山県牛乳協会
岡山県酒造組合
岡山県醤油工業協同組合
岡山県製餡協同組合
岡山県生活協同組合連合会
岡山県製麺協同組合
岡山県清涼飲料協同組合
岡山県味噌醸造協同組合
沖縄県牛乳協会
沖縄県酒造組合
沖縄県生活協同組合連合会
沖縄生麺協同組合
沖縄県清涼飲料協会
小田原蒲鉾協同組合
下越醤油醸造協同組合
香川県小麦粉卸商組合
香川県酒造組合
香川県醤油工業協同組合
香川県製餡協同組合
香川県製粉製麺協同組合
香川県清涼飲料工業組合
香川県漬物協会
香川県味噌工業協同組合
鹿児島県飲用牛乳協会
鹿児島県菓子工業組合
鹿児島県酒造組合
鹿児島県製餡任意組合
鹿児島県生活協同組合連合会
鹿児島県製麺組合
鹿児島県茶商業協同組合
鹿児島県漬物商工業協同組合
鹿児島県パン工業協同組合
鹿児島県味噌醤油工業協同組合
(一社)菓子・食品新素材技術センター
(公財)学校給食研究改善協会

貴会が掲載されているかぜひご確認を！直接お問合せいただいても結構です。

団体名

岐阜県酒造組合連合会
岐阜県製餡工業協同組合
岐阜県製麺協同組合
岐阜県茶業組合
岐阜県漬物協同組合
岐阜県味噌醤油工業協同組合
九州アイスクリーム協会
九州菓子工業協同組合
(株)九州シジシー
九州珍味食品協同組合
九州納豆組合
京都珈琲商工組合
京都府牛乳協会
京都府酒造組合
京都府醤油工業協同組合
京都府製餡工業協同組合
京都府生活協同組合連合会
京都府製麺卸協同組合
京都府茶協同組合
京都府漬物協同組合
京都府味噌工業協同組合
魚肉ソーセージ部会
近畿アイスクリーム協会
協同組合近畿給食会
近畿地域農協乳業協議会
熊本県牛乳協会
熊本県酒造組合連合会
熊本県製餡組合
熊本県生活協同組合連合会
熊本県茶商業協同組合
熊本県漬物工業協同組合
(一社)熊本県物産振興協会
熊本県みそ醤油工業協同組合
熊本県麺類協同組合
群馬県牛乳協会
群馬県酒造組合
群馬県醤油味噌工業協同組合
群馬県生活協同組合連合会
群馬県製麺工業協同組合
群馬県茶業組合
群馬県漬物工業協同組合
群馬県納豆組合
健康と食品懇話会
(一社)高機能玄米協会
合成樹脂工業協会
高知県酒造組合
高知県生活協同組合連合会
高知県製麺協同組合
高知県清涼飲料工業組合
高知県味噌醤油協同組合
神戸東部青果卸売共同組合
コカ・コーラ協会
(公社)学校給食物資開発流通研究協会 (一社)国際観光日本レストラン協会
学校給食用食品メーカー協会
埼玉県学校給食麺類協同組合
神奈川県学校給食麺協同組合
埼玉県酒造組合
神奈川県酒造組合
埼玉県生活協同組合連合会
神奈川県製餡組合
埼玉県生麺業協同組合
神奈川県生活協同組合連合会
埼玉県漬物協同組合
神奈川県清涼飲料工業協同組合
埼玉県納豆組合
神奈川県漬物工業協同組合
(一社)埼玉県乳業協会
神奈川県納豆組合
埼玉醤油工業協同組合
(一社)神奈川県乳業協会
佐賀県酒造組合
神奈川県包装機械工業会
佐賀県製餡協同組合
神奈川・埼玉味噌工業協同組合
佐賀県生活協同組合連合会
神奈川県麺業組合連絡協議会
佐賀県生麺組合
神奈川県料理材料卸商協同組合
佐賀県清涼飲料工業組合
上伊那醤油工業協同組合
佐賀県茶商工業協同組合
上伊那味噌工業協同組合
佐賀県漬物工業協同組合
川崎市製麺業協同組合
佐賀県乳業協会
(株)関西シジシー
佐賀県味噌醤油醸造協同組合
関西納豆工業協同組合
佐久味噌醤油工業協同組合
甘草工業懇話会
さつまいも産業振興協同組合
協同組合関東給食会
狭山茶商工業組合
関東胡麻加工組合
三正工業協同組合
関東地域農協乳業協議会
三多摩製麺協同組合
(一社)乾麺・手延べ経営技術センター (一社)Jミルク
紀州味噌工業協同組合
滋賀県牛乳協会
岐阜県飲食生活衛生同業組合
滋賀県酒造組合
岐阜県牛乳協会
滋賀県醤油工業協同組合

団体名

滋賀県製餡協同組合
滋賀県生活協同組合連合会
滋賀県製麺工業協同組合
滋賀県茶商業協同組合
滋賀県漬物協同組合
滋賀県味噌工業協同組合
(株)四国シジシー
四国地区乳業協会
四国珍味商工協同組合
(株)シジシージャパン
静岡県餡工業協同組合
協同組合静岡県学校給食会協力会
静岡県蒲鉾組合
静岡県牛乳協会
静岡県椎茸商業協同組合
静岡県酒造組合
静岡県醤油醸造工業協同組合
静岡県清涼飲料工業組合
静岡茶商工業協同組合
静岡県佃煮商工業協同組合
静岡県漬物協同組合連合会
静岡県納豆工業協同組合
静岡県味噌工業協同組合
柴山港水産加工業協同組合
島根県酒造組合
島根県醤油工業協同組合
島根県生活協同組合連合会
島根県茶商工業協同組合
島根県乳業協会
島根県パン工業組合
島根県味噌工業協同組合
商業組合首都圏お菓子ホールセラーズ

首都圏業務用食品卸協同組合
上越味噌醤油工業協同組合
城西製麺連合会
小豆島醤油協同組合
小豆島手延素麺協同組合
湘南製麺協同組合
城北製麺連合会
(一財)食品環境検査協会
食品関連産業協会
(一財)食品産業センター
(一社)食品需給研究センター
(公社)食品容器環境美化協会
食用塩公正取引協議会
信州諏訪味噌工業協同組合
(一社)新日本スーパーマーケット協会
ステビア工業会
諏訪醤油工業協同組合
青果物カット事業協議会
正食協会
精糖工業会
西部穀物商協同組合
西部十八リットル缶工業組合
製粉協会
協同組合セルコチェーン
セロファン工業会
全折食品容器連合会
全岐阜県生活協同組合連合会
全九州海苔流通協同組合
全国いか加工業協同組合
全国飲食業生活衛生同業組合連合会
(一社)全国栄養士養成施設協会
全国卸売酒販組合中央会
(一社)全国海水養魚協会
全国開拓農業協同組合連合会
全国加工海苔協同組合連合会
全国菓子卸商業組合連合会
全国菓子工業組合連合会
(一社)全国片栗粉組合
(公社)全国学校栄養士協議会
全国学校給食会連合会
全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会
全国紙コップ工業会
全国乾麺協同組合連合会
全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会

全国きな粉工業会
全国給食事業協同組合連合会
(一社)全国牛乳流通改善協会

全国漁業協同組合連合会
全国葛製造業協会
(一社)全国削節工業協会
全国コーヒー飲料公正取引協議会
全国凍豆腐工業協同組合連合会
全国穀物商協同組合連合会
全国穀類工業協同組合
全国胡麻加工組合連合会
全国小麦粉卸商組合連合会
全国小麦粉分離加工協会
全国こんにゃく協同組合連合会
全国魚卸売市場連合会
全国晒餡協会
全国椎茸商業協同組合連合会
全国シャンメリー協同組合
全国十八リットル缶工業組合連合会
全国醸造機器工業組合
全国醤油工業協同組合連合会
全国食酢協会中央会
全国食酢公正取引協議会
全国水産加工業協同組合連合会
全国水産煉製品協会
全国水産物商業協同組合連合会
(一社)全国すり身協会
全国青果卸売協同組合連合会
(一社)全国青果卸売市場協会
全国青果物商業協同組合連合会
全国精麦工業協同組合連合会
協同組合全国製粉協議会
全国製麺協同組合連合会
全国清涼飲料協同組合連合会
(一社)全国清涼飲料工業会
全国清涼飲料工業組合連合会
全国総菜宅配協会
全国蕎麦製粉協同組合
全国段ボール工業組合連合会
全国地ビール醸造者協議会(JBA)
全国茶商工業協同組合連合会

全日本デリバリー業安全運転協議会
全日本糖化工業会
全日本はちみつ協同組合
全日本パン協同組合連合会
全日本プラスチック製品工業連合会
協同組合全日本洋菓子工業会
高水味噌醤油工業協同組合
龍野醤油協同組合
チーズ公正取引協議会
チーズコーディネーター協会
チーズ普及協議会
千醤工業協同組合
千葉県酒造組合
千葉県醤油工業協同組合
千葉県生活協同組合連合会
千葉県製麺工業協同組合
千葉県清涼飲料工業協同組合
千葉県清涼飲料工業組合
千葉県茶業協議会
千葉県漬物工業協同組合
千葉県納豆組合
千葉県味噌工業協同組合
千葉県ミルクプラント協会
中越醤油味噌醸造協同組合
中央醤油工業協同組合
(一社)中央酪農会議
中国アイスクリーム協会
中国コーヒー商工組合
中国・四国・九州地域農協乳業協議会
(株)中国シジシー
協同組合中四給食会
中部加工海苔協同組合
協同組合中部給食会
中部胡麻加工組合
中部製罐工業協同組合
中部珍味食品協同組合
中部日本コーヒー商工組合

栃木県漬物工業協同組合
栃木県納豆工業協同組合
栃木県味噌工業協同組合
鳥取県酒造組合
鳥取県製餡組合
鳥取県生活協同組合連合会
鳥取県清涼飲料工業会
鳥取県漬物協会
鳥取県納豆組合
鳥取県味噌醤油工業協同組合
富山県蒲鉾水産加工業協同組合
富山県酒造組合
富山県醤油味噌工業協同組合
富山県製餡組合
富山県製麺協同組合
富山茶業組合
富山県漬物工業協同組合
富山県乳業協会
長崎漁港水産加工団地協同組合
長崎県酒造組合
長崎県醤油味噌協同組合
長崎県製餡協同組合
長崎県清涼飲料工業協同組合
長崎県清涼飲料工業組合
長崎県茶商組合
長崎県漬物工業協同組合
長崎県乳業協会
中日本学校給食物資流通組合連合会
中日本段ボール工業組合
長野県寒天水産加工業協同組合
長野県凍豆腐工業協同組合
長野県酒造組合
長野県醤油工業協同組合連合会
長野県信州そば協同組合
長野県製餡協同組合
長野県生活協同組合連合会
長野県清涼飲料工業組合
(一社)中部日本プラスチック製品工業協会 長野県茶商業協同組合
全国中央卸売市場関連事業者団体連合会 中部パン粉工業協同組合
長野県漬物協同組合
全国中小企業団体中央会
(一社)中部包装食品機械工業会
長野県納豆組合
(公社)全国調理師養成施設協会
東海アイスクリーム協会
長野県味噌工業協同組合連合会
全国調理食品工業協同組合
(株)東海シジシー
長野県麺業協同組合
全国澱粉協同組合連合会
東海地域農協乳業協議会
長野味噌醤油工業協同組合
(一社)全国トマト工業会
東海納豆組合
名古屋北部青果第一仲卸協同組合
全国納豆協同組合連合会
東京飲用牛乳協会
奈良県牛乳協会
全国煮干協会
東京硝子製品協同組合
奈良県酒造組合
全国乳業協同組合連合会
東京北足立市場青果卸売協同組合 奈良県醤油工業協同組合
(一社)全国農協乳業協会
東京商工会議所
奈良県製餡工業協同組合
全国海苔問屋協同組合連合会
東京都学校給食パン協同組合
奈良県生活協同組合連合会
(一社)全国はちみつ公正取引協議会 東京都酒造組合連合会
奈良県清涼飲料工業協同組合
(一社)全国発酵乳乳酸菌飲料協会 東京製餡協同組合
奈良県茶商組合
全国はるさめ工業協同組合
東京都生活協同組合連合会
奈良県漬物協同組合
全国パン粉工業協同組合連合会
東京都製麺協同組合
奈良県味噌協同組合
全国ピーナツバター工業協同組合
東京都清涼飲料協同組合
奈良県三輪素麺工業協同組合
(一社)全国ビスケット協会
東京都茶協同組合
南部製麺連合会
全国病院用食材卸売業協同組合
東京都中央製麺連合会
軟包装衛生協議会
全国ふりかけ協会
東京都漬物事業協同組合
新潟県菓子工業組合
全国米穀販売事業共済協同組合
東京都納豆工業協同組合
新潟県飲用牛乳協会
(一社)全国包装米飯協会
東京都弁当協同組合
新潟県酒造組合
全国マーガリン製造協同組合
東京都味噌工業協同組合
新潟県醤油協同組合連合会
全国マヨネーズ・ドレッシング類協会 東京海苔問屋協同組合
新潟県生活協同組合連合会
全国味噌工業協同組合連合会
東部十八リットル缶工業組合
新潟県精麦工業協同組合
全国味淋協会
東部製麺連合会
新潟県漬物工業協同組合
全国麦茶工業協同組合
東北アイスクリーム協会
新潟県納豆協同組合
特定非営利活動法人全国無洗米協会 (株)東北シジシー
新潟県なまめん工業協同組合
全国餅工業協同組合
東北清涼飲料協会
新潟県味噌工業協同組合連合会
全国油脂販売業者連合会
東北地域農協乳業協議会
新潟県餅工業協同組合
全国酪農業協同組合連合会
徳島県酒造組合
西日本一般缶工業協同組合
全国料理業生活衛生同業組合連合会 徳島県醤油醸造協同組合
西日本コーヒー商工組合
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 徳島県製餡組合
西日本段ボール工業組合
全日本一般缶工業団体連合会
徳島県生活協同組合連合会
西日本パン粉協同組合
(一社)西日本プラスチック製品工業協会
全日本外食流通サービス協会(JFDA) 徳島県清涼飲料工業協同組合
全日本菓子協会
徳島県清涼飲料工業組合
(一社)日本アイスクリーム協会
全日本菓子工業協同組合連合会
徳島県漬物加工販売協同組合
日本イースト工業会
全日本カレー工業協同組合
徳島県味噌工業協同組合
日本いりぬか工業会
特定非営利活動法人全日本健康自然食品協会 栃木県干瓢商業協同組合
日本インスタントコーヒー協会
(一社)全日本コーヒー協会
栃木県牛乳協会
日本うま味調味料協会
全日本コーヒー商工組合連合会
栃木県酒造組合
(公社)日本栄養士会
(公社)全日本司厨士協会
栃木県醤油工業協同組合
日本エキス調味料協会
(一社)全日本シティホテル連盟
栃木県生活協同組合連合会
日本介護食品協議会
全日本食品(株)(全日食チェーン)
栃木県清涼飲料工業組合
(社)日本外食品卸協会
全日本スパイス協会
栃木県製麺組合
日本外食流通サービス協会(JFSA)
全日本漬物協同組合連合会
栃木県茶業協議会
(公社)日本化学会

日本鏡餅組合
(一社)日本加工食品卸協会
日本加工わさび協会
日本菓子BB協会
(一社)日本果汁協会
(一社)日本鰹節協会
日本カットわかめ協会
日本からし協同組合
日本ガラスびん協会
日本カラメル工業会
日本乾果物輸入協会
日本甘蔗糖工業会
日本乾燥野菜協会
(公社)日本缶詰びん詰レトルト食品協会

(一財)日本きのこセンター
(公社)日本給食サービス協会
日本給食品連合会
日本給食品連合会北部支部
日本給食品連合会東部支部
日本給食品連合会中部支部
日本給食品連合会西部支部
日本給食品連合会九州支部
(一社)日本計量機器工業連合会
(公財)日本健康・栄養食品協会
日本紅茶協会
日本香料協会
日本香料工業会東京事務局
日本珈琲輸入協会
日本国際貿易促進協会
日本ごま油工業会
日本こめ油工業協同組合
(一社)日本昆布協会
日本昆布茶協会
日本災害食学会
(一社)日本雑穀協会
日本砂糖輸出入協議会
日本椎茸農業協同組合連合会
(一社)日本塩工業会
(一社)日本自動販売機工業会
日本自動販売協会
日本地ビール協会
日本ジャム工業組合
日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会

日本酒造組合中央会
(公財)日本醸造協会
(一財)日本醤油技術センター
日本醤油協会
日本蒸留酒酒造組合
(一社)日本食育学会
(一社)日本食肉加工協会
(公財)日本食肉消費総合センター
(公社)日本食品科学工学会
(一社)日本食品機械工業会
日本食品添加物協会
(公財)日本食品油脂検査協会
(一社)日本植物蛋白食品協会
(一社)日本植物油協会
(一社)日本ショッピングセンター協会
(公社)日本炊飯協会
日本スーパーマーケット協会
日本スープ協会
日本スターチ・糖化工業会
日本スナック・シリアルフーズ協会
(一社)日本スペシャルティコーヒー協会
日本製餡協同組合連合会
日本生活協同組合連合会
日本製缶協会
日本製糖協会
協同組合日本製パン製菓機械工業会
(一社)日本惣菜協会
(一社)日本ソース工業会
(一社)日本即席食品工業協会
日本即席スープ協会
日本ソフトクリーム協議会
(一社)日本ソムリエ協会
(一社)日本宅配水＆サーバー協会
日本チェーンストア協会
(一社)日本畜産副産物協会
日本茶業機械工業会
日本チューインガム協会
(公社)日本中国料理協会
(一社)日本厨房工業会
(公社)日本調理師会

日本チョコレート工業協同組合
日本チョコレート・ココア協会
日本凍結乾燥食品工業会
日本豆乳協会
日本豆乳公正取引協議会
(一社)日本豆腐機器工業会
日本豆腐協会
日本特用林産振興会
(公財)日本乳業技術協会
(一社)日本乳業協会
(一社)日本乳容器・機器協会
日本農業工学会
(一社)日本農林規格協会
(一社)日本パインアップル缶詰協会
(一社)日本パスタ協会
日本はちみつ輸入商社協議会
日本バナナ輸入組合
日本ハム・ソーセージ工業協同組合
(一社)日本パン工業会
(一社)日本ハンバーグ・ハンバーガー協会

日本ビート糖業協会
日本百貨店協会
(一社)日本フードサービス協会
日本プラスチック工業連盟
(一社)日本フランチャイズチェーン協会
日本プレミックス協会
(公社)日本分析化学会
日本分蜜糖工業会
日本ベビーフード協議会
(公社)日本べんとう振興協会
(一社)日本弁当サービス協会
日本包装学会
(一社)日本包装機械工業会
(公社)日本包装技術協会
(一社)日本ホテル協会
(一社)日本ホテル・レストランサービス技能協会

(一社)日本ボランタリー・チェーン協会
日本ポリオレフィンフィルム工業組合
日本マーガリン工業会
日本マテ茶協会
日本ミネラルウォーター協会
(公社)日本メディカル給食協会
(一社)日本野菜ソムリエ協会
(一社)日本有機資源協会
(公社)日本油化学会
(公社)日本輸入食品安全推進協会
日本輸入チーズ普及協会
日本油糧輸出組合
(一社)日本洋菓子協会連合会
日本洋酒酒造組合
日本洋酒輸入協会
日本羊腸輸入組合
(一社)日本冷凍空調学会
(一社)日本冷凍食品協会
(一財)日本冷凍食品検査協会
(一社)日本冷凍めん協会
日本ワイナリー協会
日本わかめ協会
函館市水産加工業協同組合
ビア＆スピリッツアドバイザー協会
ビーフン協会
ビール酒造組合
東日本一般缶工業協同組合
東日本加工海苔協同組合
東日本菓子工業協同組合
東日本コーヒー商工組合
東日本食品包装工業会
東日本段ボール工業組合
東日本パン粉工業協同組合
(一社)東日本プラスチック製品工業協会

ピザ協議会
(公社)氷温協会
兵庫県学校給食物資流通協同組合
兵庫県牛乳協会
兵庫県コーヒー商工組合
兵庫県酒造組合連合会
兵庫県醤油工業協同組合
兵庫県製餡事業協同組合
兵庫県生活協同組合連合会
兵庫県製茶商工業協同組合
兵庫県生麺協同組合
兵庫県清涼飲料協同組合
兵庫県珍味商工協同組合

兵庫県漬物事業協同組合
兵庫県手延素麺協同組合
兵庫県味噌工業協同組合
広島県酒造組合
広島県醤油協同組合連合会
広島県製餡協同組合
広島県生活協同組合連合会
広島県清涼飲料工業協同組合
広島県漬物製造業協同組合
広島県海苔加工販売協同組合
広島県味噌協同組合
広島珍味食品協同組合
(一社)広島県乳業協会
(一社)ファイブ・ア・デイ協会(5ADAY)
フードオーガナイザー協会
福井県給食物資流通協同組合
福井県牛乳協会
福井県酒造組合
福井県醤油味噌工業協同組合
福井県製餡工業協同組合
福井県製麺工業協同組合
(一社)福岡県牛乳協会
福岡県酒造組合
福岡県醤油工業協同組合
福岡県製餡協同組合
福岡県生麺組合連合会
福岡県清涼飲料工業協同組合
福岡県清涼飲料工業組合
福岡県茶商工業協同組合
福岡県漬物工業協同組合
福岡県味噌工業協同組合
福島県牛乳協会
福島県酒造組合
福島県食品産業協議会
福島県製餡協同組合
福島県生活協同組合連合会
福島県漬物協同組合
福島県納豆組合
福島県生麺協同組合
福島県味噌醤油工業協同組合
北陸三県砂糖小麦粉卸協同組合
(株)北陸シジシー
北陸清涼飲料工業協同組合
北陸地域農協乳業協議会
北陸納豆製造組合
北海道アイスクリーム協会
北海道蒲鉾水産加工業協同組合
北海道乾麺工業協同組合
北海道漁業協同組合連合会
(株)北海道シジシー
北海道酒造組合
北海道製餡組合
北海道生活協同組合連合会
北海道製麺協同組合
北海道清涼飲料工業組合
北海道地域農協乳業協議会
北海道茶商組合
北海道納豆工業組合
(一社)北海道乳業協会
北海道パン粉工業協同組合
北海道豆類振興会
北海道味噌醤油工業協同組合
(一社)北海道冷凍食品協会
ポリオレフィン等衛生協議会
本場さぬきうどん協同組合
マーケット・メイカーズ・インク
舞鶴かまぼこ協同組合
松本味噌醤油工業協同組合
三重県牛乳協同組合
三重県酒造組合
三重県醤油味噌工業協同組合
三重県製餡工業協同組合
三重県生活協同組合連合会
三重県製麺協同組合
三重県清涼飲料協同組合連合会
三重県清涼飲料工業組合
三重県茶商工業協同組合
三重県漬物協同組合
三重県ひじき協同組合
三河海苔問屋協同組合
南日本段ボール工業組合
宮城県牛乳協会
宮城県酒造組合

宮城県生活協同組合連合会
宮城県茶商組合
宮城県漬物協同組合
宮城県納豆事業組合
宮城県味噌醤油工業協同組合
宮崎県酒造組合
宮崎県生活協同組合連合会
宮崎県生麺組合
宮崎県清涼飲料工業組合
宮崎県茶商連合会
宮崎県漬物協同組合
宮崎県乳業協会
宮崎県味噌醤油工業協同組合
紋別市水産加工業協同組合
焼津鰹節水産加工業協同組合
山形県牛乳協会
山形県酒造組合
山形県醤油味噌工業協同組合
山形県製餡組合
山形県生活協同組合連合会
山形県製麺協同組合
山形県茶商組合連合会
山形県漬物協同組合
山形県納豆組合
山口県うに協同組合
山口県牛乳衛生協会
山口県酒造組合
山口県製餡協同組合
山口県海苔流通協同組合
山口県味噌醤油協同組合
(公財)山崎香辛料振興財団
山梨県牛乳協会
山梨県酒造組合
山梨県製餡工業協同組合
山梨県生活協同組合連合会
山梨県製麺協同組合
山梨県漬物協同組合
山梨県納豆協同組合
山梨県味噌醤油工業協同組合
油糧輸出入協議会
横浜市麺業協同組合
(公財)流通経済研究所
和歌山県牛乳協会
和歌山県酒造組合連合会
和歌山県醤油工業協同組合
和歌山県製餡工業協同組合
和歌山県生活協同組合連合会
和歌山県製麺協同組合
和歌山県清涼飲料工業会
和歌山県漬物組合連合会
和歌山市青果仲卸業協同組合
和歌山味噌協同組合

