
認証・顧問支援先一覧

㈱Moncher 大阪府箕面市 暁酵素産業㈱ 福岡県大刀洗町 スギヤマコーポレーション 静岡県駿河区

㈱日新地所 栃木県宇都宮市 ㈱タカイシ 福岡県大牟田市 ㈱五十二萬石（とっとーと。） 福岡県古賀市

㈱筑豊食品 福岡県直方市 ㈱スイケンフーズ 佐賀県唐津市 ㈱五十ニ萬石本舗（筑紫もち） 福岡県古賀市

㈱タケマン 福岡県糸島市 ㈱日本フーズ 山口県下関市 ㈱若山食品 福岡県築上郡

㈱いわもと 熊本県玉名郡 九一庵食品協業組合 長崎県大村市 ㈲山口水産 長崎県佐世保市

㈱ジョイフル　愛知工場 愛知県豊川市 ㈲オーエヌフーズ 宮崎県 ㈱美幸軒　学幼部 神奈川県川崎市

富士水産㈱ 山口県山口市 ㈱七洋製作所　ビックキャッスル 福岡 ㈱美幸軒　日配産業給食 神奈川県川崎市

㈲国技館 宮崎県延岡市 ㈱ユーマトトクナガ 熊本県 ㈱美幸軒　ライスセンター 神奈川県川崎市

㈱日の出屋 熊本県宇城市 熊手はちみつ㈱ 佐賀県 プロトンダイニング㈱鹿野園 奈良県奈良市

池亀酒造(株) 福岡県久留米市 ㈱土佐山田ショッピングセンター 香川県 プロトンダイニング㈱ 奈良県奈良市

沖縄還元フーズ㈱ 沖縄県名護市 ㈱西海食品 山口県 トリゼンフーズ㈱福岡工場 福岡県福岡市

㈱ナカハラ 福岡県久留米市 ㈱てしお製菓 熊本県菊池郡大津町 トリゼンフーズ㈱第一事業部 福岡県福岡市

㈲親栄食品 福岡県糟屋郡 堀永殖産㈱ 福岡県みやま市瀬高町 トリゼンフーズ㈱明太子製造室 福岡県福岡市

㈱大志プラン 大阪府大阪市 ㈱石村萬盛堂 福岡県福岡市 ㈱ふく富 福岡県福岡市

㈱ミールケア 長野県長野市 ㈱イチヤマ 長崎県壱岐市 ㈱はねや 福岡県福岡市

㈱グリーンストア　トマト食品 鹿児島県奄美市 ㈱あらい 福岡県古賀市 富山促成青果㈱ 富山県富山市

㈱マルキョウ 福岡県福岡市 ㈱山口油屋福太郎（英彦山工場） 福岡県田川郡添田町 晨星興産㈱ 宮崎県都城市

㈱亀井ランチ 熊本県熊本市 ㈱誉 福岡県飯塚市 ㈲山八 福岡県福津市

グルメ食品㈱ 長崎県東彼杵郡 ㈱山一 熊本県熊本市 ㈱華三楽 福岡県飯塚市

西海食品㈱　桶川工場 埼玉県桶川市 熊川食料 福岡県みやま市 ㈱ミートビック 石川県金沢市

西海食品㈱　富士見工場 埼玉県桶川市 ㈱天野商店 福岡県朝倉市 ㈱トリアンフーズ 福岡県久留米市

㈱村川蒲鉾 長崎県諫早市 サンポ―食品㈱ 佐賀県三養基郡 ㈱小林食品 福岡県粕屋郡

日本業務食品㈱ 熊本県宇城市 JAうすきたまごファーム㈱ 福岡県久留米市 ㈱七洋製作所 福岡県粕屋郡

㈱山内本店 熊本県菊池郡菊陽町 ㈱幸栄物産 鹿児島県鹿児島市 ㈲アベニュー 富山県魚津市

㈱らくらダイニング 北海道札幌市 フリーズ食品開発㈱ 新潟県柏崎市 ㈱オーシャンシステム　千葉 千葉県千葉市

㈱富士製菓 宮崎県宮崎市 原野製茶本舗 福岡県八女郡 アトム㈱ 福岡県福岡市

金納興業㈱ 福岡県柳川市 ㈱大地のいのち 長崎県西海市 ミヤブチライス 神奈川県横浜市

㈱愛鶏園 長崎県島原市 齋藤物産㈱ 福岡県粕屋郡 ㈱のぼる（酢飯） 福岡県北九州市

肥後鶏卵㈱ 熊本県宇土市 ㈱篠崎 福岡県朝倉市 ㈱のぼる（筑前煮） 福岡県北九州市

社会福祉法人　南高愛隣会 長崎県雲仙市 フーズアンドフーズ㈱ 福岡県朝倉市 ㈱矢郷米 富山県富山市

㈱ENM（春夏秋冬屋） 福岡県福岡市 西福製茶㈱ 福岡県粕屋郡 ㈱フードシステム 富山県富山市

新鋭ミート㈱　福岡事業所 福岡県福岡市 三栄興産㈱ 佐賀県唐津市 ㈱コウノグループ 広島県尾道市

新鋭ミート㈱　北九州事業所 福岡県直方市 石丸製麺㈱ 香川県高松市 左衛門 福岡県古賀市

㈱生薬高度利用研究所 宮城県大崎市 ㈲古閑畜産 熊本県上益城郡 ㈱有明海苔 福岡県柳川市

㈱ジョイフル　福岡工場 福岡県築上郡 原田乳業㈱ 新潟県燕市 ㈱御菓子城加賀藩 石川県加賀市

ありた株式会社 佐賀県西松浦郡有田町 ㈱オーシャン　長岡店 新潟県長岡市 ㈱ケアフレンズ 福岡県甘木市

農事組合法人　福栄組合 福岡県久留米市 ㈱美弥光製菓 長崎県島原市 イースタンクリニック 福岡県福岡市

トリゼンフーズ㈱佐賀工場 佐賀県多久市 川島米穀店 静岡県浜松市 ㈱彩花亭 福岡県福津市

㈱カステラ本家福砂屋　福岡支店 福岡県福岡市 旭食品工業㈱ 福岡県みやま市 ホシサン㈱ 熊本県熊本市

㈱あるぺん村　寿し工房大辻 富山県中新川郡 ㈲大黒屋商店 新潟県妙高市 ㈱益正グループ 福岡県福岡市

㈱ツマミナ 福岡県福岡市 中村調理製菓専門学校 福岡県福岡市 ㈱一膳 石川県金沢市

大仙産業㈱ 愛知県清須市 ㈱ベジタ 熊本県 ㈲池端うずら園 熊本県玉名市

マルイチ食品㈱ 福岡県久留米市 クラウン製パン㈱ 福岡県北九州市 ㈱オオツカ 熊本県熊本市

丸冨産業㈱ 熊本県上益城郡 ㈱おかじま 新潟県新潟市 ㈱オーケーフーズ 熊本県菊池郡

ニッチコーポレーション㈱ 宮崎県延岡市 ㈱高橋商店 福岡県柳川市 ㈲徳丸米穀店 大分県大分市

㈱磐井製茶 福岡県八女市 ㈱ベルクミート 熊本県菊池市 ㈲二鶴堂 福岡県福岡市

㈱サンワシステムサービス 福岡県行橋市 富士食品㈱ 福岡県糸島市 旭食品㈱ 富山県富山市

西日本食品産業事業協同組合 長崎県 earthwater㈱ 神奈川県横浜市 ㈱三和製玉 富山県富山市

㈱想夫恋 大分県日田市 ㈱旭屋ミートセンター 神奈川県鶴見区 ㈱シークス 福岡県筑紫郡

溝田農材㈱ 佐賀県佐賀市 ㈱九食 佐賀県鳥栖市 ㈲まるみや 大分県大分市

㈲石松 静岡県浜松市 ㈱山口油屋福太郎（添田町工場） 福岡県田川郡添田町 ㈲ミートサポートイズミ 富山県富山市

㈲ダイゼン 福岡県古賀市 ㈱オーシャン　群馬店 群馬県 ㈱モンシュシュ 大阪府北区

㈲肉のまるかつ 鹿児島県 ㈱ウイン・トレーディング 福岡県八女市 ㈲緑の農園 福岡県糸島市

㈱ジョイフル 熊本工場 熊本県 ㈱ワイズ 福岡県宗像市 ㈱フライシャー 神奈川県川崎市

㈲ニッショク 長野県松本市 鶴味噌醸造㈱ 福岡県柳川市 浜田醤油㈱ 熊本県熊本市

㈱日本アグリネットワーク 佐賀県神埼市 湘南食品㈱ 福岡県福岡市 ㈱八商 大分県別府市

㈱めん食福岡工場 福岡県田川市 ㈱九州ファーム 熊本県山鹿市 ㈱阿蘇ファームランド（ワールドキッチン） 熊本県阿蘇郡

㈱めん食熊本工場 熊本県山鹿市 ㈱アリックス カンボジア ㈱阿蘇ファームランド（ビックファーム） 熊本県阿蘇郡

㈱めん食すぎのデリカ工場 熊本県熊本市 ㈱セイブ 福岡県久留米市 ㈱阿蘇ファームランド（ハーベスト） 熊本県阿蘇郡

㈲アソウフードカンパニー 山形県山形市 ㈱オーシャンシステム　ヨシケイ新潟 新潟県三条市 ㈱阿蘇ファームランド（ビール） 熊本県阿蘇郡

阪栄フーズ㈱ 福岡県福岡市 ㈱オーシャンシステム　三条店 新潟県三条市
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