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2013食糧年鑑：名簿編　掲載予定団体（五十音順）　

団体名団体名団体名団体名 団体名団体名団体名団体名 団体名団体名団体名団体名 団体名団体名団体名団体名

愛知県学校給食物資流通協同組合 (社)大阪外食産業協会 岐阜県飲食生活衛生同業組合 滋賀県醤油工業協同組合
愛知県牛乳協会 大阪珈琲商工組合 岐阜県牛乳協会 滋賀県製餡協同組合
愛知県酒造組合 大阪胡麻加工組合 岐阜県酒造組合連合会 滋賀県生活協同組合連合会
愛知県生活協同組合連合会 大阪サニタリー金属工業協同組合 岐阜県製餡工業協同組合 滋賀県製麺工業協同組合
愛知県製麺工業協同組合 大阪海苔協同組合 岐阜県製麺協同組合 滋賀県茶商業協同組合
愛知県清涼飲料協同組合 (社)大阪府牛乳協会 岐阜県茶業組合 滋賀県漬物協同組合
愛知県茶商工業協同組合 大阪府酒造組合 岐阜県漬物協同組合 滋賀県味噌工業協同組合
愛知県漬物事業協同組合 大阪府製餡工業協同組合 岐阜県味噌醤油工業協同組合 (株)四国シジシー
愛知県味噌溜醤油工業協同組合 大阪府生活協同組合連合会 九州アイスクリーム協会 四国地区乳業協会
愛知県料理生活衛生同業組合 大阪府製麺商工業協同組合 九州菓子工業協同組合 四国珍味商工協同組合
青森県酒造組合 大阪府清涼飲料工業協同組合 (株)九州シジシー 四国納豆組合
青森県醸造食品工業協同組合 大阪府茶業協同組合 九州珍味食品協同組合 (株)シジシージャパン
青森県製餡協同組合 大阪府珍味協同組合 九州納豆組合 静岡県餡工業協同組合
青森県生活協同組合連合会 大阪府漬物事業協同組合 九州百貨店協会 協同組合静岡県学校給食会協力会
青森県漬物組合 大阪府味噌工業協同組合 京都珈琲商工組合 静岡県蒲鉾組合
青森県納豆協同組合 大野醤油協同組合 京都府牛乳協会 静岡県牛乳協会
秋田県牛乳協会 岡山青果卸売協同組合 京都府酒造組合連合会 静岡県椎茸商業協同組合
秋田県酒造組合 岡山県牛乳協会 京都府醤油工業協同組合 静岡県酒造組合
秋田県製餡組合 岡山県酒造組合 京都府製餡工業協同組合 静岡県醤油醸造工業協同組合
秋田県生活協同組合連合会 岡山県醤油工業協同組合 京都府生活協同組合連合会 静岡県生活協同組合連合会
秋田県製麺協同組合 岡山県製餡協同組合 京都府製麺卸協同組合 静岡県清涼飲料工業組合
秋田県漬物協同組合 岡山県生活協同組合連合会 京都府茶協同組合 静岡県佃煮商工業協同組合
秋田県納豆商工業協同組合 岡山県製麺協同組合 京都府漬物協同組合 静岡県漬物協同組合連合会
秋田県味噌醤油工業協同組合 岡山県清涼飲料協同組合 京都府味噌工業協同組合 静岡県納豆工業協同組合
厚木地区麺業組合 岡山県味噌醸造協同組合 魚肉ソーセージ部会 静岡県味噌工業協同組合
アメリカ大豆協会 沖縄県牛乳協会 近畿アイスクリーム協会 静岡茶商工業協同組合
アルミ缶リサイクル協会 沖縄県酒造組合連合会 協同組合近畿給食会 信濃寒天農業協同組合
淡路手延素麺協同組合 沖縄県生活協同組合連合会 近畿地域農協乳業協議会 柴山港水産加工業協同組合
飯田味噌醤油工業協同組合 沖縄生麺協同組合 近畿百貨店協会 島根県酒造組合
石川県牛乳協会 沖縄県清涼飲料協会 熊本県牛乳協会 島根県醤油工業協同組合
石川県酒造組合連合会 下越醤油醸造協同組合 熊本県酒造組合連合会 島根県生活協同組合連合会
石川県醤油協同組合 香川県小麦粉卸商組合 熊本県製餡組合 島根県茶商工業協同組合
石川県生活協同組合連合会 香川県酒造組合 熊本県生活協同組合連合会 島根県乳業協会
石川県製麺工業協同組合 香川県醤油工業協同組合 熊本県茶商業協同組合 島根県パン工業組合
石川県茶商工業協同組合 香川県製餡協同組合 熊本県漬物工業協同組合 島根県味噌工業協同組合
石川県漬物商工業協同組合 香川県製粉製麺協同組合 (社)熊本県物産振興協会 商業組合首都圏お菓子ホールセラーズ

石川県味噌工業協同組合 香川県清涼飲料工業組合 熊本県みそ醤油工業協同組合 首都圏業務用食品卸協同組合
茨城県酒造組合 香川県漬物協会 熊本県麺類協同組合 上越味噌醤油工業協同組合
茨城県醤油工業協同組合 香川県味噌工業協同組合 群馬県牛乳協会 城西製麺連合会
茨城県製餡工業協同組合 鹿児島県飲用牛乳協会 群馬県酒造組合 小豆島醤油協同組合
茨城県生活協同組合連合会 鹿児島県かごしま遊楽館 群馬県醤油味噌工業協同組合 小豆島手延素麺協同組合
茨城県製麺協同組合 鹿児島県菓子工業組合 群馬県生活協同組合連合会 湘南製麺協同組合
茨城県漬物工業協同組合 鹿児島県酒造組合 群馬県製麺工業協同組合 城北製麺連合会
茨城県味噌協同組合 鹿児島県製餡協同組合 群馬県茶業組合 食品安全情報ネットワーク
茨城県納豆商工業協同組合 鹿児島県生活協同組合連合会 群馬県漬物工業協同組合 (財)食品環境検査協会
茨城県乳業協会 鹿児島県製麺組合 群馬県納豆組合 食品関連産業協会
岩手県牛乳協会 鹿児島県茶商業協同組合 合成樹脂工業協会 (財)食品産業センター
岩手県酒造組合 鹿児島県漬物商工業協同組合 高知県酒造組合 (社)食品需給研究センター
岩手県製餡協同組合 鹿児島県パン工業協同組合 高知県生活協同組合連合会 食品のり公正取引協議会
岩手県清涼飲料工業会 鹿児島県味噌醤油工業協同組合 高知県製麺協同組合 食用塩公正取引協議会
岩手県茶商組合 (社)菓子・食品新素材技術センター 高知県清涼飲料工業組合 信州諏訪味噌工業協同組合
岩手県漬物協同組合 公益財団法人学校給食研究改善協会 高知県味噌醤油協同組合 (社)新日本スーパーマーケット協会
岩手県納豆工業協同組合 (社)学校給食物資開発流通研究協会 神戸東部青果卸売共同組合 ステビア工業会
岩手県パン工業組合 学校給食用食品メーカー協会 コカ・コーラ協会 諏訪醤油工業協同組合
岩手県味噌醤油工業協同組合 神奈川県学校給食麺協同組合 (社)国際観光日本レストラン協会 青果物カット事業協議会
いわて食料産業クラスター協議会 神奈川県酒造組合 埼玉県学校給食麺類協同組合 精糖工業会
上田味噌醤油工業協同組合 神奈川県製餡組合 埼玉県酒造組合 西部穀物商協同組合
協同組合エイケイケイ 神奈川県生活協同組合連合会 埼玉県生活協同組合連合会 西部十八リットル缶工業組合
(株)エイチジーシー 神奈川県清涼飲料工業協同組合 埼玉県生麺業協同組合 製粉協会
(社)栄養改善普及会 神奈川県漬物工業協同組合 埼玉県漬物協同組合 協同組合セルコチェーン
越後味噌工業協同組合 神奈川県納豆組合 埼玉県納豆組合 セロファン工業会
愛媛県酒造組合 (社)神奈川県乳業協会 (社)埼玉県乳業協会 全折食品容器連合会
愛媛県醤油味噌協同組合 神奈川県包装機械工業会 埼玉醤油工業協同組合 全岐阜県生活協同組合連合会
愛媛県製餡協同組合 神奈川・埼玉味噌工業協同組合 佐賀県酒造組合 全九州海苔流通協同組合
愛媛県生活協同組合連合会 神奈川県麺業協同組合連合会 佐賀県製餡協同組合 全国いか加工業協同組合
愛媛県製麺協同組合 神奈川県料理材料卸商協同組合 佐賀県生活協同組合連合会 全国飲食業生活衛生同業組合連合会
愛媛県清涼飲料工業協同組合 上伊那醤油工業協同組合 佐賀県生麺組合 (社)全国栄養士養成施設協会
愛媛県清涼飲料工業組合 上伊那味噌工業協同組合 佐賀県清涼飲料工業組合 全国卸売酒販組合中央会
塩ビ食品衛生協議会 川崎市製麺業協同組合 佐賀県茶商工業協同組合 (社)全国海水養魚協会
大分県牛乳協会 関西片栗粉組合 佐賀県漬物工業協同組合 全国加工海苔協同組合連合会
大分県椎茸振興協議会 (株)関西シジシー 佐賀県乳業協会 全国菓子卸商業組合連合会
大分県酒造組合 関西納豆工業協同組合 佐賀県味噌醤油醸造協同組合 全国菓子工業組合連合会
大分県製餡組合 甘草工業懇話会 相模原製麺組合 全国片栗粉組合連合会
大分県生活協同組合連合会 協同組合関東給食会 佐久味噌醤油工業協同組合 (社)全国学校栄養士協議会
大分県清涼飲料工業組合 関東胡麻加工組合 狭山茶商工業組合 全国学校給食会連合会
大分県茶商業協同組合 関東地域農協乳業協議会 三正工業協同組合 全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会
大分県漬物工業協同組合 関東百貨店協会 三多摩製麺協同組合 全国紙コップ工業会
大分県生麺組合連合会 一般社団法人乾麺・手延べ経営技術センター 滋賀県牛乳協会 全国乾麺協同組合連合会
大分県味噌醤油工業協同組合 紀州味噌工業協同組合 滋賀県酒造組合 全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会

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。



全国きな粉工業会 (社)全日本シティホテル連盟 徳島県味噌工業協同組合 日本イースト工業会
全国給食事業協同組合連合会 全日本食品(株)(全日食チェーン) 栃木県干瓢商業協同組合 日本いりぬか工業会
(社)全国牛乳流通改善協会 全日本スパイス協会 栃木県牛乳協会 日本インスタントコーヒー協会
全国餃子焼売工業協会 全日本漬物協同組合連合会 栃木県醤油工業協同組合 日本うま味調味料協会
全国漁業協同組合連合会 全日本デリバリー業安全運転協議会 栃木県生活協同組合連合会 (社)日本栄養士会
(社)全国削節工業協会 全日本糖化工業会 栃木県清涼飲料工業組合 日本エキス調味料協会
全国コーヒー飲料公正取引協議会 全日本はちみつ協同組合 栃木県製麺組合 日本介護食品協議会
全国凍豆腐工業協同組合連合会 全日本パン協同組合連合会 栃木県茶業協議会 (社)日本外食品卸協会
全国穀物商協同組合連合会 全日本プラスチック製品工業連合会 栃木県漬物工業協同組合 日本外食流通サービス協会(JFSA)
全国穀類工業協同組合 協同組合全日本洋菓子工業会 栃木県納豆工業協同組合 (社)日本化学会
全国穀類工業協同組合白玉粉部会 高水味噌醤油工業協同組合 栃木県味噌工業協同組合 日本鏡餅組合
全国粉わさび公正取引協議会 龍野醤油協同組合 鳥取県酒造組合 (社)日本加工食品卸協会
全国胡麻加工組合連合会 チーズ公正取引協議会 鳥取県製餡組合 日本菓子BB協会
全国小麦粉卸商組合連合会 チーズ普及協議会 鳥取県生活協同組合連合会 (社)日本果汁協会
全国小麦粉分離加工協会 千醤工業協同組合 鳥取県清涼飲料工業会 (社)日本鰹節協会
全国こんにゃく協同組合連合会 千葉県酒造組合 鳥取県漬物協会 日本カットわかめ協会
全国魚卸売市場連合会 千葉県醤油工業協同組合 鳥取県納豆組合 日本からし協同組合
全国晒餡協会 千葉県生活協同組合連合会 鳥取県味噌醤油工業協同組合 日本ガラスびん協会
全国椎茸商業協同組合連合会 千葉県製麺工業協同組合 富山県蒲鉾水産加工業協同組合 日本カラメル工業会
全国シャンメリー協同組合 千葉県清涼飲料工業協同組合 富山県酒造組合 日本乾果物輸入協会
全国十八リットル缶工業組合連合会 千葉県清涼飲料工業組合 富山県醤油味噌工業協同組合 日本甘蔗糖工業会
全国醸造機器工業組合 千葉県茶業協議会 富山県製餡組合 日本乾燥野菜協会
全国醤油工業協同組合連合会 千葉県漬物工業協同組合 富山県製麺協同組合 (社)日本缶詰協会
全国食酢協会中央会 千葉県納豆組合 富山茶業組合 (財)日本きのこセンター
全国食酢公正取引協議会 千葉県味噌工業協同組合 富山県漬物工業協同組合 (社)日本給食サービス協会
全国水産加工業協同組合連合会 千葉県ミルクプラント協会 富山県乳業協会 日本給食品連合会
全国水産煉製品協会 中越醤油味噌醸造協同組合 長崎漁港水産加工団地協同組合 日本給食品連合会北部支部
全国水産物商業協同組合連合会 中央醤油工業協同組合 長崎県酒造組合 日本給食品連合会東部支部
(社)全国すり身協会 (社)中央酪農会議 長崎県醤油味噌協同組合 日本給食品連合会中部支部
全国青果卸売協同組合連合会 中国アイスクリーム協会 長崎県製餡協同組合 日本給食品連合会西部支部
(社)全国青果卸売市場協会 中国コーヒー商工組合 長崎県清涼飲料工業協同組合 日本給食品連合会九州支部
全国青果物商業協同組合連合会 中国・四国・九州地域農協乳業協議会 長崎県清涼飲料工業組合 (社)日本計量機器工業連合会
全国精麦工業協同組合連合会 中国四国百貨店協会 長崎県茶商組合 公益財団法人日本健康・栄養食品協会

協同組合全国製粉協議会 (株)中国シジシー 長崎県漬物工業協同組合 日本紅茶協会
全国製麺協同組合連合会 協同組合中四給食会 長崎県乳業協会 日本香料協会
全国清涼飲料協同組合連合会 中部加工海苔協同組合 中日本学校給食物資流通組合連合会 日本香料工業会東京事務局
(社)全国清涼飲料工業会 中部片栗粉組合 中日本段ボール工業組合 日本珈琲輸入協会
全国清涼飲料工業組合連合会 協同組合中部給食会 長野県寒天水産加工業協同組合 日本国際貿易促進協会
全国総菜宅配協会 中部胡麻加工組合 長野県凍豆腐工業協同組合 日本ごま油工業会
全国蕎麦製粉協同組合 中部製罐工業協同組合 長野県酒造組合 日本こめ油工業協同組合
全国段ボール工業組合連合会 中部珍味食品協同組合 長野県醤油工業協同組合連合会 (社)日本昆布協会
全国地ビール醸造者協議会(JBA) 中部日本コーヒー商工組合 長野県信州そば協同組合 日本昆布茶協会
全国茶商工業協同組合連合会 (社)中部日本プラスチック製品工業協会 長野県製餡協同組合 一般社団法人日本雑穀協会
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 長野県生活協同組合連合会 日本砂糖輸出入協議会
全国中小企業団体中央会 中部百貨店協会 長野県清涼飲料工業組合 日本椎茸農業協同組合連合会
(社)全国調理師養成施設協会 一般社団法人中部包装食品機械工業会 長野県茶商業協同組合 (社)日本塩工業会
全国調理食品工業協同組合 東海アイスクリーム協会 長野県漬物協同組合 一般社団法人日本自動販売機工業会
全国澱粉協同組合連合会 (株)東海シジシー 長野県納豆組合 日本地ビール協会
(社)全国トマト工業会 東海地域農協乳業協議会 長野県味噌工業協同組合連合会 日本ジャム工業組合
全国納豆協同組合連合会 東海納豆組合 長野県麺業協同組合 日本酒造組合中央会
全国煮干協会 東京飲用牛乳協会 長野味噌醤油工業協同組合 日本蒸留酒酒造組合
(社)全国農協乳業協会 東京片栗粉組合 名古屋北部青果第一仲卸協同組合 (財)日本醤油技術センター
全国海苔問屋協同組合連合会 東京硝子製品協同組合 奈良県牛乳協会 日本醤油協会
(社)全国はちみつ公正取引協議会 東京北足立市場青果卸売協同組合 奈良県酒造組合 日本蒸留酒酒造組合
(社)全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会 東京商工会議所 奈良県醤油工業協同組合 日本食育学会
全国はるさめ工業協同組合 東京都学校給食パン協同組合 奈良県製餡工業協同組合 (社)日本食肉加工協会
全国パン粉工業協同組合連合会 東京都酒造組合 奈良県生活協同組合連合会 (社)日本食品科学工学会
全国ピーナツバター工業協同組合 東京製餡協同組合 奈良県清涼飲料工業協同組合 (社)日本食品機械工業会
(社)全国ビスケット協会 東京都生活協同組合連合会 奈良県漬物協同組合 日本食品添加物協会
全国病院用食材卸売業協同組合 東京都製麺協同組合 奈良県味噌協同組合 (財)日本食品油脂検査協会
全国ふりかけ協会 東京都清涼飲料協同組合 奈良県三輪素麺工業協同組合 (社)日本植物蛋白食品協会
全国米穀販売事業共済協同組合 東京清涼飲料水工業組合 奈良県麺類製造協同組合 (社)日本植物油協会
(社)全国包装米飯協会 東京都茶協同組合 南部製麺連合会 (社)日本ショッピングセンター協会
全国マーガリン製造協同組合 東京都中央製麺連合会 軟包装衛生協議会 (社)日本水産物貿易協会
全国マヨネーズ・ドレッシング類協会 東京都漬物事業協同組合 新潟県菓子工業組合 (社)日本炊飯協会
全国味噌工業協同組合連合会 東京都納豆工業協同組合 新潟県飲用牛乳協会 日本スーパーマーケット協会
全国味淋協会 東京都弁当協同組合 新潟県酒造組合 日本スープ協会
全国麦茶工業協同組合 東京都味噌工業協同組合 新潟県醤油協同組合連合会 日本スターチ・糖化工業会
特定非営利活動法人全国無洗米協会 東京海苔問屋協同組合 新潟県生活協同組合連合会 日本スナック・シリアルフーズ協会
全国餅工業協同組合 東部十八リットル缶工業組合 新潟県精麦工業協同組合 一般社団法人日本スペシャルティコーヒー協会

全国油脂販売業者連合会 東部製麺連合会 新潟県漬物工業協同組合 日本製餡協同組合連合会
全国酪農業協同組合連合会 東北アイスクリーム協会 新潟県納豆協同組合 日本生活協同組合連合会
全国料理業生活衛生同業組合連合会 (株)東北シジシー 新潟県なまめん工業協同組合 日本製缶協会
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 東北地域農協乳業協議会 新潟県味噌工業協同組合連合会 日本製糖協会
全日本一般缶工業団体連合会 東北百貨店協会 新潟県餅工業協同組合 協同組合日本製パン製菓機械工業会
全日本外食流通サービス協会(JFDA) 徳島県酒造組合 西日本一般缶工業協同組合 (社)日本惣菜協会
全日本菓子協会 徳島県醤油醸造協同組合 西日本王冠キャップ工業協同組合 (社)日本ソース工業会
全日本菓子工業協同組合連合会 徳島県製餡組合 西日本片栗粉組合 (社)日本即席食品工業協会
全日本カレー工業協同組合 徳島県生活協同組合連合会 西日本コーヒー商工組合 日本即席スープ協会
特定非営利活動法人全日本健康自然食品協会 徳島県清涼飲料工業協同組合 西日本段ボール工業組合 日本ソフトクリーム協議会
(社)全日本コーヒー協会 徳島県清涼飲料工業組合 西日本パン粉協同組合 (社)日本ソムリエ協会
全日本コーヒー商工組合連合会 徳島県茶商工業組合 (社)西日本プラスチック製品工業協会 日本チェーンストア協会
公益社団法人全日本司厨士協会 徳島県漬物加工販売協同組合 (社)日本アイスクリーム協会 日本茶業機械工業会



日本チューインガム協会 兵庫県生活協同組合連合会 三重県茶商工業協同組合
(社)日本中国料理協会 兵庫県製茶商工業協同組合 三重県漬物協同組合
(社)日本厨房工業会 兵庫県生麺協同組合 三重県ひじき協同組合
(社)日本調理師会 兵庫県清涼飲料協同組合 三河海苔問屋協同組合
日本チョコレート工業協同組合 兵庫県珍味商工協同組合 南かやべ漁業協同組合直販加工センター

日本チョコレート・ココア協会 兵庫県漬物事業協同組合 南日本段ボール工業組合
日本凍結乾燥食品工業会 兵庫県手延素麺協同組合 宮城県牛乳協会
日本豆乳協会 兵庫県味噌工業協同組合 宮城県酒造組合
日本豆乳公正取引協議会 広島県酒造組合 宮城県生活協同組合連合会
一般社団法人日本豆腐機器工業会 広島県醤油協同組合連合会 宮城県製麺協同組合
日本豆腐協会 広島県製餡協同組合 宮城県清涼飲料工業会
日本特用林産振興会 広島県生活協同組合連合会 宮城県茶商組合
日本トレーサビリティ協会 広島県清涼飲料工業協同組合 宮城県漬物協同組合
(財)日本乳業技術協会 広島県漬物製造業協同組合 宮城県納豆事業組合
一般社団法人日本乳業協会 広島県海苔加工販売協同組合 宮城県味噌醤油工業協同組合
(社)日本乳容器・機器協会 広島県味噌協同組合 宮崎県酒造組合
日本人蔘販売農業協同組合連合会 広島珍味食品協同組合 宮崎県生活協同組合連合会
日本農業工学会 (社)広島県乳業協会 宮崎県生麺組合
(社)日本農林規格協会 一般社団法人ファイブ・ア・デイ協会(5ADAY) 宮崎県清涼飲料工業組合
(社)日本パインアップル缶詰協会 福井県給食物資流通協同組合 宮崎県茶商連合会
(社)日本パスタ協会 福井県牛乳協会 宮崎県漬物協同組合
日本はちみつ輸入商社協議会 福井県酒造組合 宮崎県乳業協会
一般社団法人日本発芽玄米協会 福井県醤油味噌工業協同組合 宮崎県味噌醤油工業協同組合
日本バナナ輸入組合 福井県製餡工業協同組合 紋別市水産加工業協同組合
日本ハム・ソーセージ工業協同組合 福井県製麺工業協同組合 焼津鰹節水産加工業協同組合
一般社団法人日本パン工業会 (社)福岡県牛乳協会 山形県牛乳協会
(社)日本ハンバーグ・ハンバーガー協会 福岡県酒造組合 山形県酒造組合
日本ビート糖業協会 福岡県醤油工業協同組合 山形県醤油味噌工業協同組合
日本百貨店協会 福岡県製餡協同組合 山形県製餡組合
(社)日本フードサービス協会 福岡県生麺組合連合会 山形県生活協同組合連合会
日本プラスチック工業連盟 福岡県清涼飲料工業協同組合 山形県製麺協同組合
日本フラワーペースト工業会 福岡県清涼飲料工業組合 山形県清涼飲料工業組合
(社)日本フランチャイズチェーン協会 福岡県茶商工業協同組合 山形県茶商組合連合会
日本ブランド農業事業協同組合 福岡県漬物工業協同組合 山形県漬物協同組合
日本プレミックス協会 福岡県味噌工業協同組合 山形県納豆組合
(社)日本分析化学会 (社)福島県牛乳協会 山口県うに協同組合
日本分蜜糖工業会 福島県酒造組合 山口県牛乳衛生協会
日本噴霧乾燥食品工業会 福島県食品産業協議会 山口県酒造組合
日本ベビーフード協議会 福島県製餡協同組合 山口県製餡協同組合
公益社団法人日本べんとう振興協会 福島県生活協同組合連合会 山口県海苔流通協同組合
(社)日本弁当サービス協会 福島県清涼飲料組合 山口県味噌醤油協同組合
日本包装学会 福島県清涼飲料工業組合 公益財団法人山崎香辛料振興財団
(社)日本包装機械工業会 福島県漬物協同組合 山梨県牛乳協会
公益社団法人日本包装技術協会 福島県納豆組合 山梨県酒造組合
(社)日本ホテル協会 福島県生麺協同組合 山梨県製餡工業協同組合
(社)日本ホテル・レストランサービス技能協会 福島県味噌醤油工業協同組合 山梨県生活協同組合連合会
一般社団法人日本ボランタリー・チェーン協会 北陸三県砂糖小麦粉卸協同組合 山梨県製麺協同組合
日本ポリオレフィンフィルム工業組合 (株)北陸シジシー 山梨県清涼飲料工業会
日本マーガリン工業会 北陸清涼飲料工業協同組合 山梨県漬物協同組合
日本ミネラルウォーター協会 北陸地域農協乳業協議会 山梨県納豆協同組合
(社)日本メディカル給食協会 北陸納豆製造組合 山梨県味噌醤油工業協同組合
公益社団法人日本油化学会 北海道アイスクリーム協会 輸入食糧協議会
日本輸入チーズ普及協会 北海道蒲鉾水産加工業協同組合 油糧輸出入協議会
日本油糧輸出組合 北海道乾麺工業協同組合 横須賀三浦製麺業協同組合
(社)日本洋菓子協会連合会 北海道漁業協同組合連合会 横浜市麺業協同組合
日本洋酒酒造組合 （株）北海道シジシー (財)流通経済研究所
日本洋酒輸入協会 北海道酒造組合 和歌山県牛乳協会
日本羊腸輸入組合 北海道製餡事業協同組合 和歌山県酒造組合連合会
(社)日本酪農乳業協会 北海道生活協同組合連合会 和歌山県醤油工業協同組合
(社)日本冷凍空調学会 北海道製麺協同組合 和歌山県製餡工業協同組合
(社)日本冷凍食品協会 北海道清涼飲料工業組合 和歌山県生活協同組合連合会
一般社団法人日本冷凍めん協会 北海道地域農協乳業協議会 和歌山県製麺協同組合
日本ワイナリー協会 北海道茶商組合 和歌山県清涼飲料工業会
日本わかめ協会 北海道納豆工業組合 和歌山県漬物組合連合会
函館市水産加工業協同組合 (社)北海道乳業協会 和歌山市青果仲卸業協同組合
ビーフン協会 北海道パン粉工業協同組合 和歌山味噌協同組合
ビール酒造組合 北海道百貨店協会
東日本一般缶工業協同組合 北海道豆類振興会
東日本加工海苔協同組合 北海道味噌醤油工業協同組合
東日本菓子工業協同組合 (社)北海道冷凍食品協会
東日本コーヒー商工組合 ポリオレフィン等衛生協議会
東日本食品包装工業会 本場さぬきうどん協同組合
東日本段ボール工業組合 マーケットメイカーズインク
東日本パン粉工業協同組合 舞鶴蒲鉾協同組合
(社)東日本プラスチック製品工業協会 松本味噌醤油工業協同組合
ピザ協議会 三重県牛乳協同組合
(社)氷温協会 三重県酒造組合
兵庫県学校給食物資流通協同組合 三重県醤油味噌工業協同組合
兵庫県牛乳協会 三重県製餡工業協同組合
兵庫県コーヒー商工組合 三重県生活協同組合連合会
兵庫県酒造組合連合会 三重県製麺協同組合
兵庫県醤油工業協同組合 三重県清涼飲料協同組合連合会
兵庫県製餡事業協同組合 三重県清涼飲料工業組合
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