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青森 青森県弘前市 11-102

青森 株式会社青森りんごランド 11-102

青森 佐藤製菓 11-102

青森 弘前銘醸株式会社 11-102

青森 ひろさき屋株式会社 11-102

青森 株式会社ラグノオささき 11-102

青森 六花酒造株式会社 11-102

宮城 株式会社ヤマウチ 11-111

宮城 はたけなか製麵株式会社 11-105

宮城 株式会社及新 11-112

秋田 秋田市有望産品商品開発協議会 11-136

秋田 有限会社瀧田養鶏場 11-136

秋田 株式会社ツバサ 11-136

秋田 一般社団法人にかほ市観光協会 11-329

山形 山形県商品開発支援プロジェクト 11-221

山形 株式会社ゆきんこ 11-221

山形 有限会社鮭川えのきセンター 11-221

山形 有限会社大山製菓 11-221

山形 企業組合かほく肉そば研究会 11-221

山形 味高フーズ株式会社 11-221

山形 山形県西川町 11-219

山形 有限会社玉谷製麺所 11-219

山形 西川町総合開発株式会社 11-219

山形 三和油脂株式会社 11-217

山形 株式会社武田庄二商店 11-139

福島 株式会社会津物産 11-109

福島 あいづの厳選米生産推進協議会 11-311

茨城 水戸商工会議所 11-113

茨城 株式会社カワシマ食品 11-113

茨城 株式会社小沢食品 11-113

茨城 有限会社トーア乳業 11-113

茨城 有限会社モトヤ 本屋製菓 11-113

栃木 株式会社若山商店 11-104

栃木 有限会社荒井農園 11-104

栃木 株式会社ビーエイチ 11-324

栃木 株式会社永井園 11-320

千葉 株式会社イデカフェ 11-312

千葉 鎌ケ谷市梨業組合 11-312

千葉 企業組合鎌ケ谷ブランド館 11-312

東京 一般社団法人全国清涼飲料連合会 11-301

東京 玉露園食品工業株式会社 11-303

東京 株式会社東あられ本舗 11-304

東京 株式会社元気野菜 11-305

東京 株式会社アルマテラ 11-306

東京 Natural Beverages Japan合同会社 11-318

神奈川 株式会社調味商事 11-203

神奈川 神尾食品工業株式会社 11-323
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神奈川 龍門商事株式会社　重慶飯店 11-110

神奈川 株式会社いしいフードプランニング 11-328

神奈川 かながわの名産100選協議会 11-231

神奈川 有限会社石庄丹沢そば茶屋本舗 11-231

神奈川 天然素材蔵 11-231

神奈川 丸イ食品株式会社 11-231

神奈川 株式会社茶来未 11-105

石川 一般社団法人石川県食品協会 11-101

石川 赤玉株式会社 11-101

石川 株式会社Ante 11-101

石川 有限会社大根音松商店 11-101

石川 株式会社オハラ 11-101

石川 有限会社加賀かきもち丸山 11-101

石川 加賀味噌食品工業協業組合 11-101

石川 株式会社加賀守岡屋 11-101

石川 笠井食品株式会社 11-101

石川 株式会社金澤兼六製菓 11-101

石川 株式会社金沢大地 11-101

石川 株式会社川本 11-101

石川 株式会社越山商店 11-101

石川 株式会社米屋 11-101

石川 すぎ省水産株式会社 11-101

石川 株式会社錢福屋 11-101

石川 株式会社茶のみ仲間 11-101

石川 佃食品株式会社 11-101

石川 直源醤油株式会社 11-101

石川 株式会社ホクチン 11-101

石川 北陸製菓株式会社 11-101

石川 三徳屋株式会社 11-101

石川 株式会社みつばちの詩工房 11-101

石川 やちや酒造株式会社 11-101

石川 株式会社ヤマト醤油味噌 11-101

石川 吉市醤油店 11-101

山梨 長谷川醸造株式会社 11-216

山梨 有限会社味研 11-216

山梨 有限会社ソルベグラスヨコハマ 11-216

長野 株式会社信州自然王国 11-315

長野 マルヰ醤油株式会社 11-315

長野 株式会社信州物産 11-307

長野 長野県製粉協会 11-204

長野 柄木田製粉株式会社 11-204

長野 日穀製粉株式会社 11-204

静岡 マツダ食品株式会社 11-242

愛知 株式会社宏昌食糧研究所 11-317

愛知 杉浦味醂株式会社 11-317

愛知 西尾製粉株式会社 11-317

愛知 株式会社AICOH 11-215

愛知 ニューグレース株式会社 11-314

愛知 株式会社anco 11-314



三重 名張商工会議所 11-236

三重 イーナバリ株式会社 11-236

三重 奥田ゴールドファーム株式会社 11-236

三重 株式会社國津果實酒醸造所 11-236

三重 澤佐酒造合名会社 11-236

三重 富永米穀店 11-236

京都 京都府中小企業団体中央会 11-207

京都 株式会社牛若納豆 11-207

京都 小川珈琲株式会社 11-207

京都 小川食品工業株式会社 11-207

京都 有限会社久在屋 11-207

京都 京つけもの川久 北尾商店 11-207

京都 京のおかき処 かなだや 11-207

京都 キョーワズ珈琲株式会社 11-207

京都 株式会社三昇堂小倉 11-207

京都 高橋食品工業株式会社 11-207

京都 株式会社野村佃煮 11-207

京都 株式会社はま一 11-207

京都 有限会社藤澤永正堂 11-207

京都 株式会社三田久 11-207

京都 株式会社山一パン総本店 11-207

京都 渡辺製菓株式会社 11-207

京都 有限会社アトレ 11-325

京都 株式会社京都庵 11-114

大阪 ハタ鉱泉株式会社 11-131

大阪 株式会社つぼ市製茶本舗 11-137

大阪 株式会社スカイ・フード 11-134

大阪 株式会社つるや製菓 11-135

大阪 交野はらだや株式会社 原田食品 11-319

大阪 松田食品工業株式会社 11-114

兵庫 株式会社やながわ 11-116

兵庫 カネス製麺株式会社 11-232

兵庫 株式会社BASILUR TEA JAPAN 11-237

和歌山 和歌山県農業協同組合連合会 11-309

島根 株式会社出雲国大社食品 11-243

広島 株式会社大前醤油本店 11-313

徳島 有限会社エイブルフーズ 11-330

香川 株式会社山清 11-107

香川 マルカ食品株式会社 11-108

高知 高知県特産品販売株式会社 11-205

福岡 一般社団法人れんこん 11-322

福岡 株式会社鳥越ネットワーク 11-220

福岡 株式会社武久 11-241

佐賀 太良町商工会 11-234

佐賀 有限会社割烹ひさご 11-234

佐賀 有限会社田嶋畜産 11-234

佐賀 農事組合法人多良岳 11-327

大分 公益財団法人大分県産業創造機構 11-125

大分 いちじく姫本舗株式会社 ムクノ中津本社工場 11-125



大分 老松酒造株式会社 11-125

大分 大分一村一品株式会社 11-125

大分 大分乾物有限会社 11-125

大分 有限会社川津食品 11-125

大分 喜多屋 11-125

大分 株式会社クマガエ 11-125

大分 有限会社佐藤商店 11-125

大分 株式会社高田魚市場 11-125

大分 有限会社田中醤油店 11-125

大分 有限会社ティ・アンド・エス総合企画 11-125

大分 南光物産株式会社 11-125

大分 有限会社二反田醤油店 中津工場 11-125

大分 株式会社蜂の音 11-125

大分 株式会社日田天領水 11-125

大分 株式会社ファインドニューズ 11-125

大分 フンドーキン醬油株式会社 11-125

大分 ほっとコミュニケーション株式会社 11-125

大分 マルトウ物産販売株式会社 11-125

大分 ユワキヤ醤油株式会社 11-125

大分 株式会社成美 11-103

大分 大分県商工会連合会 11-115

大分 株式会社えがお 11-115

大分 有限会社大分ファーム 11-115

大分 小野農園 11-115

大分 株式会社かまえ直送活き粋船団 11-115

大分 合同会社漁村女性グループめばる 11-115

大分 株式会社きっとすき 11-115

大分 吉良酒造合資会社 11-115

大分 久住高原菓房 カントリーカフェいずみや 11-115

大分 有限会社ことことや 11-115

大分 有限会社大徳 11-115

大分 有限会社たかはし 11-115

大分 ぶんご銘醸株式会社 11-115

大分 安永醸造有限会社 11-115

大分 株式会社耶馬渓ライフ 11-115

大分 旅館黒嶽荘 11-115

宮崎 一般財団法人都城圏域地場産業振興センター 11-222

宮崎 ばあちゃん本舗株式会社 11-222

宮崎 株式会社鶏愛 11-222

宮崎 ケンコー食品工業株式会社 11-222

鹿児島 事業協同組合薩摩川内市企業連携協議会 11-132

鹿児島 株式会社純浦商店 11-132

鹿児島 有限会社ル・プレジール 11-132

鹿児島 株式会社下園薩男商店 11-218

鹿児島 かごしま有機生産組合 11-310

鹿児島 株式会社丸俊 11-326

鹿児島 株式会社ヒガシマル 11-235


