
賛助会員一覧

オール日本スーパーマーケット協会の 活動を強力にバックアップ 頂く、有力な企業が多数加盟しています。

●賛助会員企業数：371社 （2022年9月現在）
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あ

㈱アイ・グリッド・ソリューションズ （用度）
㈱アキタフーズ （食品）
アサヒ飲料㈱ （食品）
アサヒグループ食品㈱ （食品）
㈱アサヒコ （食品）
旭食品㈱ （卸売業）
アサヒビール㈱ （食品）
味の素㈱ （食品）
味の素AGF㈱ （食品）
味の素冷凍食品㈱ （食品）
㈱アスコン （販促）
あづま食品㈱ （食品）
㈱アマタケ （食品）
アマノ㈱ （用度）
アララ㈱ （情報）
㈱有馬芳香堂 （菓子）
㈱あわしま堂 （菓子）
アンド栄光㈱ （食品）
イーシームズ㈱ （用度）
㈱イートアンドフーズ （食品）
イーパック㈱ （用度）
伊賀越㈱ （食品）
伊賀屋食品工業㈱ （食品）
イカリソース㈱ （食品）
㈱イシダ （用度）

伊丹産業㈱ （食品）
伊丹ダイキン空調㈱ （用度）
㈱イチケン （その他）
㈱伊藤園 （食品）
㈱伊藤軒 （菓子）
伊藤忠食品㈱ （卸売業）
伊藤ハム㈱ （食品）
伊藤ハムミート販売西㈱ （食品）
乾海産㈱ （卸売業）
今津㈱ （卸売業）
岩下食品㈱ （食品）
岩塚製菓㈱ （菓子）
㈱ウェルファムフーズ （食品）
㈱ウォーターワン （その他）
㈱うさぎもち （食品）
内堀醸造㈱ （食品）
㈱ウメタ （食品）
エースコック㈱ （食品）
㈱エコライフコーポレーション （食品）
江崎グリコ㈱ （菓子）
エスエスケイフーズ㈱ （食品）
ＳＣＳＫ㈱ （情報）
エスビー食品㈱ （食品）
エスフーズ㈱ （食品）
越後製菓㈱ （菓子）

エバラ食品工業㈱ （食品）
㈱エフピコ （用度）
㈱オイシス （食品）
㈱ＯＲＪ （その他）
㈱大井川茶園 （食品）
大関㈱ （食品）
大塚食品㈱（食品）
大塚製薬㈱ （製薬）
大橋珍味堂㈱ （卸売業）
㈱大森屋 （食品）
㈱岡三食品 （菓子）
㈱オカムラ （用度）
オカモト㈱ （用度）
オザックス㈱ （用度）
オタフクソース㈱ （食品）
㈱小野万 （食品）
オハヨー乳業㈱ （食品）
㈱折兼 （卸売業）
恩地食品㈱ （食品）

http://www.igrid.co.jp/
http://www.akitatamago.co.jp/
http://www.asahiinryo.co.jp/
http://www.asahi-gf.co.jp/
http://www.asahico.co.jp/
http://www.asask.co.jp/
http://www.asahibeer.co.jp/
http://www.ajinomoto.co.jp/
http://www.agf.co.jp/
http://www.ffa.ajinomoto.com/
http://www.ascon.co.jp/
http://www.adumas.co.jp/
http://www.amatake.co.jp/
http://www.amano.co.jp/
https://www.arara.com/
http://www.arima.co.jp/
http://www.awashimado.co.jp/
http://www.andeico.co.jp/
http://www.e-sems.co.jp/
http://www.eat-and.jp/
http://www.1189.co.jp/
http://igagoe.tennengura.jp/
http://www.kyozuen.jp/
http://www.ikari-s.co.jp/
http://www.ishida.co.jp/
http://www.itami-grp.co.jp/
http://www.itamidaikin.co.jp/
http://www.ichiken.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
https://www.kyoto-itoken.co.jp/
http://www.itochu-shokuhin.com/
http://www.itoham.co.jp/
https://www.itoham-mhwest.com/
http://www.inui-sea.co.jp/
http://www.imazu-foods.com/
http://www.iwashita.co.jp/
http://www.iwatsukaseika.co.jp/
http://www.wellfam-foods.co.jp/
http://www.waterpoint.co.jp/
https://www.usagimochi.co.jp/20081119-renewal/
http://www.uchibori.com/
http://www.umeta.co.jp/
https://www.acecook.co.jp/
http://www.ecolife-corp.co.jp/
http://www.glico.co.jp/
https://www.sskfoods.co.jp/
http://www.scsk.jp/
http://www.sbfoods.co.jp/
http://www.sfoods.co.jp/
http://www.echigoseika.co.jp/
http://www.ebarafoods.com/
http://www.fpco.jp/
http://www.oisis.co.jp/
https://www.orj.co.jp/
http://www.ooigawachaen.co.jp/
http://www.ozeki.co.jp/
https://www.otsukafoods.co.jp/
https://www.otsukafoods.co.jp/
http://www.ohashi-group.com/
http://www.ohmoriya.com/
http://www.okasan-food.com/
http://www.okamura.co.jp/
http://www.okamoto-inc.jp/
http://www.ozax.co.jp/
http://www.otafuku.co.jp/
http://www.onoman.co.jp/
http://www.ohayo-milk.co.jp/
https://www.orikane.co.jp/
http://www.onchi.co.jp/
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か

㈱ガイアプロモーション （販促）
花王グループカスタマーマーケティング㈱ （雑貨）

カゴメ㈱ （食品）
カタギ食品㈱ （食品）
加藤産業㈱ （卸売業）
カネイチ青果㈱ （卸売業）
㈱かね清 （卸売業）
かねこみそ㈱ （食品）
㈱カネタ・ツーワン （卸売業）
カネテツデリカフーズ㈱ （食品）
カバヤ食品㈱ （菓子）
カルビー㈱ （食品）
河淳㈱ （用度）
㈱関越物産 （食品）
㈱カンリー（情報）
キーコーヒー㈱ （食品）
㈱菊水 （食品）
菊正宗酒造㈱ （食品）
キッコーマン㈱ （食品）
㈱紀文食品 （食品）
君沢サンヨー㈱ （食品）
㈱木村 （卸売業）
㈱九州ハイテック （その他）
キユーピー㈱ （食品）
㈱共栄青果 （卸売業）
協同乳業㈱ （食品）

京都加工蔬菜㈱ （食品）
共立食品㈱ （食品）
㈱極洋（食品）
キリンビール㈱ （食品）
キリンビバレッジ㈱ （食品）
キング醸造㈱ （食品）
金印物産㈱ （食品）
㈱国太楼 （食品）
㈱栗山米菓 （菓子）
㈱クレオ （販促）
ケイ低温フーズ㈱ （卸売業）
㈱ケーアイ・フレッシュアクセス （卸売業）
月桂冠㈱ （食品）
㈱健興通商 （商社）
㈱湖池屋 （菓子）
㈱合食 （菓子）
興真乳業㈱ （食品）
㈱高速 （用度）
合同酒精㈱ （食品）
幸福米穀㈱ （食品）
㈱神戸屋 （食品）
光陽商事㈱ （用度）
コカ・コーラボトラーズジャパン （食品）
国分グループ本社㈱ （卸売業）
コスモ食品㈱ （食品）
コスモヘルス㈱ （その他）

小西酒造㈱ （食品）
㈱小山本家酒造 （食品）
コンフェックス㈱ （菓子）

https://www.gaia-pro.co.jp/
http://www.kao.co.jp/
http://www.kagome.co.jp/
http://www.katagi.co.jp/
http://www.katosangyo.co.jp/
http://www.kaneichi-seika.co.jp/
http://www.kanekiyo.com/
https://kanekomiso.co.jp/
http://www.kaneta-group.co.jp/
http://www.kanetetsu.com/
http://www.kabaya.co.jp/
http://www.calbee.co.jp/
http://www.kawajun.co.jp/
https://lp.can-ly.com/
https://lp.can-ly.com/
http://www.keycoffee.co.jp/
http://www.kikusui-ltd.co.jp/
http://www.kikumasamune.co.jp/
http://www.kikkoman.co.jp/
http://www.kibun.co.jp/
http://www.kimisawa.co.jp/
http://www.kimura-net.co.jp/
http://www.k-hitec.co.jp/
http://www.kewpie.co.jp/
http://www.kyoeiseika.jp/company.htm
http://www.meito.co.jp/
http://www.kyoritsu-foods.co.jp/
https://www.kyokuyo.co.jp/
https://www.kyokuyo.co.jp/
http://www.beverage.co.jp/
http://www.hinode-mirin.co.jp/
http://www.kinjirushi.co.jp/
http://www.kunitaro.co.jp/
http://www.baka.ne.jp/
http://kreo.jp/
http://www.k-teionfoods.co.jp/
http://www.kifa.co.jp/
http://www.gekkeikan.co.jp/
http://www.kenkoh-t.com/
http://koikeya.co.jp/
http://www.goshoku.co.jp/
http://www.koshinmilk.co.jp/
http://www.kohsoku.com/
http://www.oenon.jp/
http://www.e-komeya.co.jp/
http://www.kobeya.co.jp/
http://www.koyoshoji.co.jp/
https://www.ccbji.co.jp/
http://www.kokubu.co.jp/
http://www.e-cosmo.co.jp/
http://www.cosmohealth.co.jp/
http://www.konishi.co.jp/
http://www.koyamahonke.co.jp/
http://www.confex.co.jp/
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さ

㈱サーフビバレッジ （食品）
㈱サイバーリンクス （情報）
㈱坂田信夫商店 （食品）
㈱佐々木冷菓 （卸売業）
サッポロビール㈱ （食品）
佐藤㈱ （卸売業）
サトウ食品㈱ （食品）
佐藤食品㈱ （卸売業）
さとの雪食品㈱ （食品）
三協立山㈱タテヤマアドバンス社 （用度）
三幸製菓㈱ （菓子）
サントリー㈱ （食品）
サントリーフーズ㈱ （食品）
サンヨー食品販売㈱ （食品）
㈱サンラヴィアン （食品）
ＧＳＫ㈱ （用度）
シーバイエス㈱ （用度）
シーピー化成㈱ （用度）
ＪＡ全農たまご㈱ （卸売業）
㈱Ｊ－オイルミルズ （食品）
㈱ＪＴＢ （その他）
敷島製パン㈱ （食品）
㈱静岡産業社 （用度）
㈱シノプス （情報）
㈱シマヤ （食品）

清水食品㈱ （食品）
下田商事㈱ （卸売業）
㈱ジャポニックス （食品）
正田醤油㈱ （食品）
㈱昭和 （卸売業）
昭和産業㈱ （食品）
㈱ショクリュー （食品）
信越ポリマー㈱ （用度）
信州ハム㈱ （食品）
㈱新進 （食品）
㈱スーパーメイト （用度）
スズラン㈱ （雑貨）
スターゼン㈱ （食品）
㈱スドージャム （食品）
住商フーズ㈱ （食品）
住友商事㈱ （商社）
㈱スミフルジャパン （食品）
㈱関口 （菓子）
㈱セリコ （販促）
㈱ゼントクコーポレーション （卸売業）
全農パールライス㈱ （食品）
㈱相互美装 （その他）
双日食料㈱ （食品）
曽我の屋農興㈱ （食品）

http://www.surf-bev.com/
http://www.cyber-l.co.jp/
http://www.kochi-sakata.co.jp/
http://www.sasaki-icenet.co.jp/
http://www.sapporobeer.jp/
http://www.boki.co.jp/
http://www.satosyokuhin.co.jp/
http://www.satou-shokuhin.co.jp/
http://www.satonoyuki.co.jp/
http://advance.st-grp.co.jp/
http://www.sanko-seika.co.jp/index.php
https://www.suntory.co.jp/company/group/liquor/index.html
http://www.suntoryfoods.co.jp/
http://www.sanyofoods.co.jp/
http://www.sunlavieen.co.jp/
http://www.gsk-clean.co.jp/
https://cxs.co.jp/
https://www.cpkasei.co.jp/
http://www.jz-tamago.co.jp/
http://www.j-oil.com/
http://www.jtb.co.jp/
http://www.pasconet.co.jp/
http://www.sizsan.co.jp/
http://www.sinops.jp/
http://www.shimaya.co.jp/
http://www.ssk-ltd.co.jp/
http://www.simoda.co.jp/
http://www.japonix.co.jp/
http://www.shoda.co.jp/
http://www.show-wa.co.jp/
http://www.showa-sangyo.co.jp/
http://www.shokuryu.co.jp/
http://www.shinpoly.co.jp/
https://www.shinshuham.co.jp/
http://www.shin-shin.co.jp/
http://www.supermate.co.jp/
http://www.suzuran-corp.co.jp/
http://www.starzen.co.jp/
http://www.sudo-jam.co.jp/
http://www.scfoods.co.jp/
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp
http://www.sumifru.co.jp/
http://sekiguchikashi.co.jp/
https://www.serico-group.jp/
http://zentoku.co.jp/
http://www.zpr.co.jp/
http://www.sougo-bisou.com/
http://www.sojitz-foods.com/
http://www.soganoya.co.jp/
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大市水産㈱ （卸売業）
第一屋製パン㈱ （食品）
㈱太幸 （用度）
大光電機㈱ （その他）
㈱大黒 （食品）
太子食品工業㈱ （食品）
㈱ダイショー （食品）
㈱大創産業 （卸売業）
ダイドードリンコ㈱ （食品）
たいまつ食品㈱ （食品）
太陽ビルメン㈱ （用度）
大和物産㈱ （雑貨）
㈱タカキベーカリー （食品）
㈱高澤食品本舗 （食品）
タカノフーズ㈱ （食品）
㈱髙山 （卸売業）
宝酒造㈱ （食品）
宝醤油㈱ （食品）
宝製菓㈱ （菓子）
滝沢ハム㈱ （食品）
棚橋工業㈱ （用度）
㈱種清 （卸売業）
タマノイ酢㈱ （食品）
㈱たらみ （食品）

㈱チェッカーサポート （その他）
チチヤス㈱ （食品）
中央化学㈱ （用度）
㈱つぼ市製茶本舗 （食品）
テーブルマーク㈱ （食品）
テーブルランド㈱ （食品）
㈱テスク （情報）
㈱寺岡精工 （用度）
㈱デルソーレ （食品）
デンカポリマー㈱ （用度）
東海澱粉㈱ （食品）
（一財)東京顕微鏡院 （その他）
東京サラヤ㈱ （用度）
㈱東京フード （食品）
㈱ドウシシャ （卸売業）
東芝テック㈱ （用度）
東都ビル整備工業㈱ （その他）
東洋印刷㈱ （販促）
東洋水産㈱ （食品）
㈱Ｔｒｕｅ Ｄａｔa （販促）
東和産業㈱ （雑貨）
トーラク㈱ （食品）
㈱ドール （卸売業）
㈱特水 （卸売業）

㈱土佐屋商店 （卸売業）
富永貿易㈱ （商社）

http://www.daiichipan.co.jp/
http://www.taiko.net/
http://www.lighting-daiko.co.jp/
http://www.taishi-food.co.jp/
http://www.daisho.co.jp/
https://www.daiso-sangyo.co.jp/
http://www.dydo.co.jp/
http://www.omochi.ne.jp/
http://www.tyb-taiyo.co.jp/
http://www.daiwa-bussan.com/
http://www.takaki-bakery.co.jp/
http://www.f-takazawa.jp/
http://www.takanofoods.co.jp/
http://www.takayama-inf.com/
http://www.takarashuzo.co.jp/
http://www.takara-shoyu.co.jp/
http://www.takaraseika.co.jp/
http://www.takizawaham.co.jp/
http://www.tanahashi-kk.co.jp/
http://www.tanesei.com/
http://www.tamanoi.co.jp/
http://www.tarami.co.jp/
http://www.checkersupport.co.jp/
http://www.chichiyasu.com/
http://www.chuo-kagaku.co.jp/
http://www.tsuboichi.co.jp/
http://www.tablemark.co.jp/
http://www.tableland.co.jp/
http://www.kktisc.co.jp/
http://www.teraokaseiko.com/
https://www.del-sole.co.jp/
https://www.denkapolymer.co.jp/
http://www.tdc-net.co.jp/
http://www.kenko-kenbi.or.jp/
http://www.saraya.com/
http://www.tokyo-food.co.jp/
http://www.doshisha.co.jp/
http://www.tec.jp/
http://www.totobill.co.jp/
http://toyo-printing.com/
http://www.maruchan.co.jp/
http://www.truedata.co.jp/
http://www.towasan.co.jp/
http://www.toraku.co.jp/
https://www.dole.co.jp/
http://www.tokusui.net/
http://www.tominaga.co.jp/
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中田食品㈱ （食品）
㈱永谷園 （食品）
中日本フード㈱ （卸売業）
中野冷機㈱ （用度）
㈱ナシオ （卸売業）
㈱ナックス （卸売業）
ニコニコのり㈱ （食品）
㈱西果 （卸売業）
錦町農産加工㈱ （食品）
㈱ニチレイフーズ （食品）
ニッケン文具㈱ （卸売業）
日清オイリオグループ㈱ （食品）
日新実業㈱ （雑貨）
日清シスコ㈱（食品）
日清食品㈱ （食品）
㈱日清製粉ウェルナ （食品）
日世㈱ （食品）
㈱ニッスイ （食品）
㈱ニップン （食品）
日本ハム㈱ （食品）
日本ハム冷凍食品㈱ （食品）
㈱日本アクセス （卸売業）
日本技研工業㈱ （雑貨）
日本盛㈱ （食品）
日本酒類販売㈱ （卸売業）

日本食研㈱ （食品）
日本電気㈱ （情報）
日本パック販売㈱ （用度）
日本ルナ㈱ （食品）
ネスレ日本㈱ （食品）

㈱バウコミュニケーションズ （販促）
ハウス食品㈱ （食品）
白鶴酒造㈱ （食品）
㈱はくばく （食品）
橋本食糧工業㈱ （食品）
八洋食品㈱ （食品）
ハッピーフーズ㈱ （食品）
パナソニック産機システムズ㈱ （用度）
㈱林久右衛門商店 （食品）
㈲パワフル大東 （卸売業）
㈱万城食品 （食品）
㈱日立システムズ （情報）
日野出㈱ （用度）
備後漬物㈱ （食品）
㈱ファーマインド （商社）
フィード・ワン㈱ （卸売業）
㈱フードリエ （食品）
㈱フォーシーズ （その他）
フクシマガリレイ㈱ （用度）
福助工業㈱ （用度）
福徳長酒類㈱ （食品）
富士食品工業㈱（食品）
㈱Ｆｕｊｉｔａｋａ （用度）
㈱藤田食品 （食品）
富士通㈱ （情報）

http://www.nakatafoods.co.jp/
http://www.nagatanien.co.jp/
http://www.nfgroup.co.jp/
https://nakano-reiki.com/
http://www.nasio.co.jp/
http://www.nacx.co.jp/
http://www.niconico-nori.co.jp/
https://nishiki-no-konnyaku.com/
http://www.nichireifoods.co.jp/
http://www.nkcompass.co.jp/
http://www.nisshin-oillio.com/
http://www.nisshin-j.co.jp/
https://www.nissin.com/jp/about/nissincisco/
https://www.nissin.com/jp/about/nissincisco/
http://www.nisshin.com/
http://www.nissei-com.co.jp/
http://www.nissui.co.jp/
http://www.nippn.co.jp/
http://www.nipponham.co.jp/
http://www.nipponham-frozenfoods.co.jp/
http://www.nippon-access.co.jp/
http://www.nippon-giken.co.jp/
http://www.nihonsakari.co.jp/
http://www.nishuhan.co.jp/
http://www.nihonshokken.co.jp/
http://www.nec.co.jp/
http://www.nihonpack.co.jp/
http://www.nipponluna.co.jp/
http://www.nestle.co.jp/
http://www.bau-com.co.jp/
http://www.housefoods.jp/
http://www.hakutsuru.co.jp/
http://www.hakubaku.co.jp/
http://www.hashimoto-foods.co.jp/
http://www.hachiyo.com/
http://marunakashiretoko.com/
http://panasonic.co.jp/ap/pces/
http://www.kyuemon.com/
http://www.banjo.co.jp/
http://www.hitachi-systems.com/
http://www.hinode-jp.com/
http://www.bingotukemono.jp/
http://www.farmind.co.jp/
https://www.feed-one.co.jp/
http://www.foodlier.co.jp/
https://www.four-seeds.co.jp/
http://www.fukusima.co.jp/
http://www.fukusuke-kogyo.co.jp/
http://www.oenon.jp/
http://www.fujifoods.co.jp/
http://www.fujitaka.com/
http://www.fujita-foods.co.jp/
http://jp.fujitsu.com/
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フジッコ㈱ （食品）
富士電機㈱ （用度）
フジパン㈱ （食品）
フジミツ㈱ （食品）
㈱不二家 （菓子）
藤原製麺㈱ （食品）
プリマハム㈱ （食品）
ブルーチップ㈱ （その他）
ブルドックソース㈱ （食品）
㈱ブルボン （菓子）
㈱フレッシュりょくしん （卸売業）
ベイクックコーポレーション㈱ （卸売業）
㈱ボイス （その他）
㈱宝幸 （食品）
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱ （食品）

㈱マーケティングフォースジャパン （販促）
前原製粉㈱ （食品）
正氣屋製菓㈱ （卸売業）
マック食品㈱ （食品）
松永産業㈱ （用度）
マリンフーズ㈱ （食品）
㈱マル井 （食品）
㈱マルイチ産商 （卸売業）
㈱丸勘山形青果市場 （卸売業）
マルケー食品㈱ （食品）
マルコメ㈱ （食品）
丸三水産㈱ （食品）
㈱丸正フーズ （食品）
丸大食品㈱ （食品）
丸大水産㈱ （食品）
㈱マルダイ長沼 （卸売業）
㈱丸二 （卸売業）
マルハニチロ㈱ （食品）
㈱マルハニチロリテールサービス （食品）
マルフクケミファ㈱ （雑貨）
丸美屋食品工業㈱ （食品）
㈱マルモ青木味噌醤油醸造場 （食品）
㈱マルヤナギ （食品）
㈱丸和運輸機関 （その他）

三河屋製菓㈱ （菓子）
みくりや青果㈱ （卸売業）
㈱みすずコーポレーション （食品）
三谷商事㈱ （情報）
三井食品㈱ （卸売業）
㈱Ｍｉｚｋａｎ （食品）
㈱ミツハシ （食品）
三菱ケミカル㈱ (用度）
三菱商事㈱ （商社）
三菱食品㈱ （卸売業）
明星食品㈱ （食品）
三好食品工業㈱ （食品）
名果商事㈱ （商社）
㈱明治 （食品）
明治フレッシュネットワーク㈱（卸売業）
メルシャン㈱ （食品）
㈱メルペイ （その他）
メロディアン㈱ （食品）
㈱桃屋 （食品）
モランボン㈱ （食品）
㈱森田商店 （卸売業）
森永乳業㈱ （食品）
モンテ物産㈱ （商社）

http://www.fujicco.co.jp/
http://www.fujielectric.co.jp/
http://www.fujipan.co.jp/
http://www.fujimitsu.jp/
https://www.fujiya-peko.co.jp/
http://www.fujiwara-seimen.co.jp/
http://www.primaham.co.jp/
http://www.bluechip.co.jp/
http://www.bulldog.co.jp/
http://www.bourbon.co.jp/
http://www.baycook.co.jp/
http://bois.co.jp/
http://www.hko.co.jp/
https://www.pokkasapporo-fb.jp/
http://www.mfj-inc.co.jp/
http://www.gishi.co.jp/
http://www.masaki-ya.co.jp/
http://www.macfoods.co.jp/
http://www.e-msk.net/
http://www.marinefoods.co.jp/
http://www.wasabi.co.jp/
http://www.maruichi.com/
http://www.marukan.net/top.html
http://www.maru-k.co.jp/
http://www.marukome.co.jp/
http://marushofoods.com/
http://www.marudai.jp/
http://marudai-suisan.co.jp/
http://www.marudai-oyster.com/
http://www.ootamaruni.co.jp/
https://www.maruha-nichiro.co.jp/
http://www.food.maruha-nichiro.co.jp/
http://www.mnrs.co.jp/
http://www.marufuku-cs.co.jp/main.html
http://www.marumiya.co.jp/
http://www.aokimiso.co.jp/
http://www.maruyanagi.co.jp/
http://www.momotaro.co.jp/
http://www.mikawayaseika.co.jp/
http://118mikuriya.co.jp/seika/
http://www.misuzu-co.co.jp/
http://www.mitani-corp.co.jp/
http://www.mitsuifoods.co.jp/
http://www.mizkan.co.jp/
http://www.3284rice.com/
https://www.m-chemical.co.jp/
http://www.mitsubishicorp.com/
http://www.mitsubishi-shokuhin.com/
http://www.myojofoods.co.jp/
https://www.we-love-tofu.com/
http://meikasyoji.co.jp/
https://www.meiji-fn.com/
https://www.meiji-fn.com/
http://www.kirin.co.jp/products/wine/
https://jp.merpay.com/
http://www.melodian.co.jp/
http://www.momoya.co.jp/
http://www.moranbong.co.jp/
http://www.morita-group.jp/
http://www.morinagamilk.co.jp/
http://www.montebussan.co.jp/
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ヤタニ酒販㈱ （卸売業）
八ヶ岳乳業㈱ （食品）
ヤマキ㈱ （食品）
山崎製パン㈱ （食品）
ヤマサ醤油㈱ （食品）
ヤマサン食品工業㈱ （食品）
ヤマダイ㈱ （食品）
㈱山星屋 （卸売業）
㈱やまみ （食品）
ヤマモリ㈱ （食品）
㈱ヤマリ （卸売業）
山脇製菓㈱ （菓子）
㈱ユーグレナ （食品）
ＵＣＣ上島珈琲㈱ （食品）
㈱USEN （販促）
㈱雪国まいたけ （食品）
雪印メグミルク㈱ （食品）
㈱ヨコオフーズ （食品）
米久㈱ （食品）

楽天Edy㈱ （情報）
㈱ラックランド （その他）
理研ビタミン㈱ （食品）
リケンテクノス㈱ （雑貨）
リスパック㈱ （用度）
㈱隆祥房 （食品）
㈱両毛システムズ （情報）
㈲リョーカ （食品）
㈱ローヤル （商社）
六甲バター㈱ （食品）
㈱ロッテ （菓子）

若松酒造㈱ （食品）

http://www.yatani-s.co.jp/
http://www.yatsugatakemilk.co.jp/
http://www.yamaki.co.jp/
http://www.yamazakipan.co.jp/
https://www.yamasa.com/
http://www.yamasanfood.co.jp/
https://www.newtouch.co.jp/
http://www.arista.co.jp/
http://www.yamami.co.jp/
http://www.yamamori.co.jp/
http://www.yamawakiseika.co.jp/
https://www.euglena.jp/
http://www.ucc.co.jp/
http://www.usen.com/
http://www.maitake.co.jp/
https://www.meg-snow.com/
http://www.snowbrand.co.jp/
http://www.yokoo.co.jp/
http://www.yonekyu.co.jp/
http://www.rakuten-edy.co.jp/
http://www.luckland.co.jp/
http://www.rikenvitamin.jp/
https://www.fabro.co.jp/
https://www.risupack.co.jp/index.php
http://www.ryushobo.com/
http://www.ryomo.co.jp/
http://www.royal-jp.com/
http://www.qbb.co.jp/
http://www.lotte.co.jp/
http://www.wakamatsusyuzo.co.jp/

