
2021.10.19　現在

都道府県 市区町村 契約者 業種

夕張郡長沼町 記虎農場 農産物

江別市 （株）太田ファーム 畜産

釧路市 ファーム大友 畜産

上川郡新得町 （農）共働学舎新得農場 牛乳・チーズ・アイス

稚内市 （株）萩見綜合食品センター スーパーマーケット

稚内市 ユアーズ　富岡店 スーパーマーケット

稚内市 ユアーズ　中央大壹店 スーパーマーケット

虻田郡倶知安町 ニセコ環境 琴平リサイクルセンター 施設・サービス

札幌市 S.T.ナーサリーSCHOOL　新川西 幼稚園・保育園

札幌市 S.T.ナーサリーSCHOOL　藤野 幼稚園・保育園

札幌市 S.T.ナーサリーSCHOOL　八軒 幼稚園・保育園

札幌市 S.T.ナーサリーSCHOOL　手稲前田 幼稚園・保育園

札幌市 S.T.ナーサリーSCHOOL　山鼻南 幼稚園・保育園

様似郡様似町 弁慶 飲食店

札幌市 医療法人社団　眞明会　今医院 医療・福祉施設

釧路市 （株）大進スケートセンター 施設・サービス

帯広市 はるすのお家　とかち 医療・福祉施設

帯広市 デイサービスセンターはるす 医療・福祉施設

江別市 グレースビラ一番館 アパート・マンション

河東郡音更町 （社） 更葉園 医療・福祉施設

河東郡音更町 美容室 ラディッシュ 美容室

函館市 （有）カリナリー 食品製造

樺戸郡月形町 （社）藤の園 医療・福祉施設

伊達市 （株）中井英策商店 水産加工品

釧路市 ピーターパン 食品

江別市 （株）トンデンファーム　 畜産

江別市 焼肉　笑山門 飲食店

江別市 旬彩鮨 すし笑 飲食店

江別市 アースドリーム 飲食店

川上郡弟子屈町 長谷製菓（株） 食品製造

恵庭市 キムラファーム（株） 肉牛

枝幸郡浜頓別町 池田牧場 酪農

石狩市 （有）池端牧場 酪農

室蘭市 桜井珈琲 食品

虻田郡洞爺湖町 羊蹄食品 まめ屋本店 食品製造

斜里郡斜里町 知床菜発見　中村農園 農産物

石狩市 伊藤農園 農作物

余市郡仁木町 体験農園　百姓園 農作物

名寄市 ㈲リリー･ファーム 農産物

ＦＦＣ活用事業社一覧

北海道



弘前市 （社）サンこども園 幼稚園・保育園

上北郡東北町 （株）エビサワ農園 農産物

青森市 グリーンファームきむら 農産物

秋田市 志んことお食事のお店　赤玉 飲食店

秋田市 ユーランドホテル八橋 ホテル・サービス業

二戸市 （株）巌手屋 和菓子・洋菓子

二戸市 2door 和菓子・洋菓子

奥州市 （有）菊地GPC 卵

二戸市 （有）山長ミート 肉加工品

二戸市 （有）ハーミー・クリーン 暮らし

盛岡市 ゆめさとワクワク館 医療・福祉施設

盛岡市 ゆめさとデイサービス 医療・福祉施設

盛岡市 カフェハウス　ビバーチェ 施設

大船渡市 海鮮の宿　ごいし荘　海さんぽ ホテル・サービス業

九戸郡洋野町 アグリパークおおさわ 施設・サービス

大船渡市 （株）橋爪自動車商会 暮らし

二戸市 （株）二戸パークホテル ホテル・サービス業

奥州市 （株）ハローワーク 食品製造

紫波郡矢巾町 （株）澤田屋 食品製造

盛岡市 田清魚店　フェザン店 食品製造

盛岡市 清次郎　フェザン店 飲食店

盛岡市 戸塚商店　本社工場 食品製造

盛岡市 こぶしの花　フェザン店 食品製造

盛岡市 TOMATOMA　フェザン店 飲食店

盛岡市 ㈱タルトタタン　本店 和菓子・洋菓子

盛岡市 タルトタタン　盛岡アトリエ 和菓子・洋菓子

紫波郡矢巾町 広宮沢農場 農産物

塩竈市 蜂屋食品（株） 食品製造

石巻市 （有）こばやし農園 農産物

亘理郡亘理町 （有）わたり納豆 食品製造

富谷市 （株）秋茜 食品製造

塩釜市 カネコの笹かま 水産加工品

亘理郡山元町 いちご屋　燦燦園 農産物

石巻市 ニイヌマ（株） 農産物

柴田郡柴田町 （株）伊藤チェーン スーパーマーケット

仙台市 食品館イトー　泉松森店 スーパーマーケット

名取市 食品館イトー　名取店 スーパーマーケット

名取市 フーズガーデンゆりあげ　食彩館 スーパーマーケット

岩沼市 フーズガーデン玉浦　食彩館 スーパーマーケット

柴田郡柴田町 イトーチェーン　マルコ店 スーパーマーケット

柴田郡柴田町 イトーチェーン　船岡店 スーパーマーケット

仙台市 （有）アクト 施設・サービス

青森県

秋田県

岩手県

宮城県



仙台市 長池産婦人科 医療・福祉施設

塩竈市 武田の笹かまぼこ 水産加工品

牡鹿郡女川町 蒲鉾本舗　髙政 水産加工品

名取市 （有）ライジン 水産加工品

名取市 ささ圭 水産加工品

石巻市 ベリーズファームFUSHIMI 農産物

仙台市 ガーデンガーデン 園芸店

亘理郡山元町 山元いちご農園（株） 農産物

名取市 東園芸　GREEN PLAZA 園芸店

気仙沼市 丸新 えび・海藻・貝類

仙台市 甜菓堂 和菓子・洋菓子

加美郡加美町 やくらい いなほの国から 農産物

田村市 テイク 農産物

郡山市 いいたて村　道の駅　までい館 施設・サービス

福島市 大内わら工品（株） 施設・サービス

河沼郡会津坂下町 目黒麹店 食品製造

長井市 （株）椎名製作所 その他

東田川郡三川町 薬膳御用達米本舗 農産物

神栖市 鈴嘉旅館 ホテル・サービス業

日立市 魚介・海鮮料理　山文魚 飲食店

水戸市 （株）麺のスナオシ 麺類

かすみがうら市 （農）アグリ藤井 農産物

宇都宮市 （医）高橋レディスクリニック 医療・福祉施設

日光市 鬼怒川お菓子の城 和菓子・洋菓子

前橋市 （株）ホソイ食品 水産加工品

高崎市 榛名十文字ミート 肉加工品

高崎市 新町温水プール　アクアピア プール・ジム

高崎市 シェタカ高崎 ホテル・サービス業

渋川市 うたしあ 飲食店

伊勢崎市 ラポール伊勢崎 医療・福祉施設

草加市 草加煎餅丸草一福 和菓子・洋菓子

比企郡ときがわ町 前澤屋 和菓子・洋菓子

児玉郡美里町 オリムピック・カントリークラブ　レイクつぶらだコース ゴルフ場

八潮市 愛の家グループホーム 八潮 医療・福祉施設

越谷市 ウィンベルソロ新越谷Ⅰ アパート・マンション

草加市 草加建設（株） 施設・サービス

行田市 Tハイツ アパート・マンション

羽生市 （株）ファッションクロスフルシマ 衣料

羽生市 ル・レーヴ羽生古島 医療・福祉施設

所沢市 東所沢スポーツクラブ プール・ジム

川越市 手打ちそば 百丈 飲食店

本庄市 森盛 食品製造

群馬県

宮城県

福島県

山形県

茨城県

栃木県

埼玉県



入間郡三芳町 お茶の田畑園 農作物

入間郡三芳町 冨田農園 農産物

さいたま市 スラバヤ浦和店 飲食店

松戸市 割烹　しの田 飲食店

館山市 スーパーマーケットときわや スーパーマーケット

八街市 八街かいたく保育園 幼稚園・保育園

船橋市 （学）みどり台幼稚園 幼稚園・保育園

八街市 （福）　開拓 医療・福祉施設

船橋市 （学）夏見台幼保園　 幼稚園・保育園

富里市 シャンテ アパート・マンション

千葉市 サンアルミ建材（株） 施設・サービス

東金市 にっぽん豆腐　大和屋 豆腐

東金市 豆厨　ゆばせい 豆腐

いすみ市 みさき花苗センター 農産物

館山市 広瀬農園ゆのさ 農産物

館山市 いすえ商店 農産加工品

松戸市 マカロニ市場松戸店 飲食店

千葉市 ウッドサークル関東工場 暮らし

大田区 パラドール西蒲田 アパート・マンション

大田区 キュリオシティ アパート・マンション

大田区 パッシオーネ アパート・マンション

杉並区 Sunnyside・H アパート・マンション

渋谷区 Sam　Pranju　EBISU アパート・マンション

板橋区 メゾン・クレスト アパート・マンション

中野区 アパートメントハウス深沢 アパート・マンション

中野区 ハレイ中野 アパート・マンション

中野区 亀太川ビル アパート・マンション

台東区 水作ビル 施設・サービス

中野区 エヌエストーヨー住器株式会社 施設・サービス

北区 富士見幼稚園 幼稚園・保育園

練馬区 NFプラザⅠ アパート・マンション

練馬区 NFプラザⅡ アパート・マンション

練馬区 NFプラザⅢ アパート・マンション

世田谷区 明和マンション アパート・マンション

昭島市 sobaみのり 飲食店

品川区 有限会社 丸高 水産加工品

大田区 京浜海藻 えび・海藻・貝類

大田区 川良海苔店 水産加工品

板橋区 ローベル西台 医療・福祉施設

杉並区 ローベル西荻窪 医療・福祉施設

横浜市 （有）横山養豚 養豚

綾瀬市 澁谷養鶏農場 卵

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県



横浜市 池川クリニック 医療・福祉施設

横浜市 特別養護老人ホーム 陽光苑 医療・福祉施設

厚木市 アンディ アパート・マンション

厚木市 安藤コーポ アパート・マンション

厚木市 アピア本厚木 アパート・マンション

藤沢市 マカロニ市場　藤沢店 飲食店

小田原市 マカロニ市場　小田原店 飲食店

相模原市 マカロニ市場　相模原店 飲食店

小田原市 神奈中スイミング 小田原校 プール・ジム

平塚市 神奈中スイミング 平塚校 プール・ジム

秦野市 神奈中スイミング 秦野校 プール・ジム

鎌倉市 甘夏民家 アパート・マンション

鎌倉市 雨ニモマケズ 飲食店

藤沢市 丸眞（株） 施設・サービス

横浜市 千神麺工業（株） 麺類

綾瀬市 清水　建侍 養豚

茅ヶ崎市 （有）飯島養豚 養豚

秦野市 （有）門倉種豚場 養豚

横浜市 こめや種苗 アパート・マンション

横浜市 アクア・リバイブ・マンション アパート・マンション

平塚市 浜田バラ園 花

川崎市 手塚花園 花

横浜市 こだわりパンの店　リンデンバウム パン・ジャム・はちみつ

平塚市 加藤さんちの牧場 養豚

南巨摩郡身延町 ゆば工房五大 食品製造

笛吹市 石和名湯館　糸柳 ホテル・サービス業

笛吹市 ジョイアルカレー 食品製造

笛吹市 槌や 食品製造

笛吹市 くつろぎの邸　くにたち ホテル・サービス業

笛吹市 美と健康と癒しの宿 ホテル八田 ホテル・サービス業

上野原市 オリムピック･カントリークラブ ゴルフ場

中魚沼郡津南町 （有）つなんポーク 肉加工品

長岡市 （有）グリーンズプラント中越 農産物

新潟市 （有）グリーンズプラント巻 農産物

新潟市 山倉農園 農産物

加茂市 やまげん果樹園 農産物

千曲市 久保産業（有） 農産物

中野市 （有）マルヨ 農産物

塩尻市 （株）塩尻ファーム パン・ジャム・はちみつ

中野市 (農)中部培養センター生産組合 農産物

下伊那郡下條村 亀割農園 農産物

下伊那郡下條村 美寿津農園 農産物

神奈川県

山梨県

新潟県

長野県



安曇野市 四季の里　安曇野 農産物

中野市 清水果樹園 農産物

富山県 富山市 （有）北山ナーセリー 園芸店

石川県 金沢市 バーンズ金沢南店 園芸店

小浜市 （有）上杉商店 水産加工品

坂井市 ㈱デイリーエッグツチダ 卵

掛川市 丸東鈴木製茶 農産物

伊東市 バリレストラン 海辺のSayang 飲食店

静岡市 （有）稲葉ブロイラー 畜産

伊豆の国市 神田農園 農産物

浜松市 （有）相馬パン パン・ジャム・はちみつ

浜松市 （有）三和畜産　豚屋とんきい 肉加工品

島田市 まるよん製茶（株） 農産物

浜松市 浜口ウレタン（株） ウレタン製品

伊豆市 いちごプラザ 和菓子・洋菓子

袋井市 びぎ屋袋井店 飲食店

菊川市 （社）愛育保育園 幼稚園・保育園

静岡市 オサムールサンク アパート・マンション

伊東市 伊豆高原 城ケ崎温泉 花吹雪 ホテル・サービス業

島田市 島田ハム昭米 食品

菊川市 （株）たこ満 和菓子・洋菓子

袋井市 たこ満　袋井本店 和菓子・洋菓子

浜松市 たこ満　浜松本店 和菓子・洋菓子

掛川市 森林果樹公園アトリエ 飲食店、和菓子・洋菓子

磐田市 藤森牧場 酪農

浜松市 平井農場 酪農

浜松市 ちーず工房のなか 畜産

磐田市 大箸農園 農産物

菊川市 静岡鈴木園 農産物

静岡市 （株）原浦商店 水産加工品

掛川市 大東青果ファーム 農産物

三島市 マカロニ市場　三島店 飲食店

岐阜市 （有）棚橋ファーム 卵

高山市 中野農園 農産物

岐阜市 ＺＩＰＡＮＧバス（株） 施設・サービス

岐阜市 ハートフル拓愛 医療・福祉施設

多治見市 マル若商店 医療・福祉施設

高山市 レザミひだ 医療・福祉施設

各務原市 鵜沼駅前公園広場 施設・サービス

下呂市 （有）萩原チキンセンター 食品

山県市 （株）ウェイブ 農産物

岐阜市 （株）久遠福富 医療・福祉施設

長野県

福井県

静岡県

岐阜県



揖斐郡大野町 後藤農園 農産物

各務原市 魚魚丸　岐阜各務原店 飲食店

名古屋市 ホテルアベスト大須 観音駅前 ホテル・サービス業

豊川市 （株）のだや 食品

小牧市 本間製パン（株） パン・ジャム・はちみつ

蒲郡市 （株）蒲郡養鶏 卵

名古屋市 （有）藤十商店 食品製造

稲沢市 （資）　櫛田養鶏場 卵

豊橋市 （株）ホタルの里 医療・福祉施設

岡崎市 （株）時麺 麺類

名古屋市 ガーデンテラス アパート・マンション

名古屋市 エイムスクエアゲート プール・ジム

名古屋市 （株）コムライン 施設・サービス

大府市 魚魚丸　大府店 飲食店

豊田市 魚魚丸　豊田十塚店 飲食店

刈谷市 魚魚丸　刈谷店 飲食店

豊川市 魚魚丸　豊川店 飲食店

みよし市 魚魚丸　三好店　 飲食店

岡崎市 魚魚丸　岡崎中央店 飲食店

安城市 魚魚丸　三河安城店 飲食店

碧南市 魚魚丸　碧南店 飲食店

額田郡幸田町 魚魚丸　三ヶ根店・茶蔵　 飲食店

知多郡東浦町 魚魚丸　イオンモール東浦店 飲食店

岡崎市 魚魚丸　イオンモール岡崎店 飲食店

豊橋市 魚魚丸　豊橋店 飲食店

瀬戸市 魚魚丸　瀬戸店 飲食店

常滑市 魚魚丸　常滑店 飲食店

浜松市 魚魚丸　浜松中田店 飲食店

西尾市 魚魚丸　西尾店 飲食店

知立市 魚魚丸　知立本店 飲食店

あま市 魚魚丸　甚目寺店 飲食店

一宮市 魚魚丸　一宮木曽川店 飲食店

海部郡蟹江町 魚魚丸　蟹江店 飲食店

津島市 魚魚丸　津島店 飲食店

名古屋市 魚魚丸　緑区鹿山店　 飲食店

名古屋市 金の魚魚丸　ららぽーと名古屋みなとアクルス店 飲食店

稲沢市 魚魚丸　稲沢店 飲食店

岡崎市 魚魚丸　岡崎駅南店 飲食店

みよし市 新握一番　アイモール三好店 飲食店

刈谷市 新握一番　東刈谷店 飲食店

岡崎市 宅配 江戸前すし 魚魚丸　岡崎店 飲食店

知立市 宅配 江戸前すし 魚魚丸・若蒲 飲食店

岐阜県

愛知県



知立市 和食酒家　縁　 飲食店

刈谷市 パンのかおり　刈谷店 パン・ジャム・はちみつ

知立市 パンのかおり　知立店 パン・ジャム・はちみつ

瀬戸市 福ふく家族　瀬戸店 飲食店

知立市 池鯉鮒三九酒場　山口屋 飲食店

豊田市 宅配 江戸前すし 魚魚丸　豊田南店 飲食店

丹羽郡大口町 （特非）ウィル大口スポーツクラブ プール・ジム

北名古屋市 （医）ＮＥＯ 医療・福祉施設

名古屋市 平針スイミングスクール プール・ジム

瀬戸市 タチ基ケアサービス 医療・福祉施設

名古屋市 寿司処　五一 飲食店

西尾市 （医）西尾老人保健施設 医療・福祉施設

尾張旭市 一心　尾張旭店 飲食店

名古屋市 一心　上社店 飲食店

名古屋市 まぐろや石亭 飲食店

名古屋市 マリエプラス千種 美容室

名古屋市 マリエプラス金山 美容室

名古屋市 名古屋ファースト商事（株） アパート・マンション

豊川市 ディ・ルーエ アパート・マンション

碧南市 （医）十喜会 医療・福祉施設

小牧市 ブイ・トピア　小牧店 プール・ジム

小牧市 （社）　竜陽会 医療・福祉施設

名古屋市 赤門サンライズマンション アパート・マンション

名古屋市 （有）アルファ アパート・マンション

豊橋市 フラワーサーチラヴィアン 医療・福祉施設

岩倉市 グループホーム チアフル虹明かり・里明かり 医療・福祉施設

小牧市 フィットネスクラブハーブ プール・ジム

小牧市 ブイ・トピア　一宮店 プール・ジム

名古屋市 向山ヒルズ アパート・マンション

豊田市 ㈱トヨタアメニティ 施設・サービス

名古屋市守山区 はるすのお家　守山 医療・福祉施設

名古屋市 はるすのお家　宝神 医療・福祉施設

海部郡 はるすのお家　蟹江 医療・福祉施設

尾張旭市 はるすのお家　尾張旭 医療・福祉施設

名古屋市 はるすのお家　太閤 医療・福祉施設

名古屋市 はるすのお家　みなみ 医療・福祉施設

長久手市 （社）愛知たいようの杜 医療・福祉施設

瀬戸市 ライオンズマンション瀬戸北山第2 アパート・マンション

名古屋市 （株）川上キカイ アパート・マンション

名古屋市 青山保育園 幼稚園・保育園

知多郡南知多町 フラワーラウンジ内海 飲食店

春日井市 柏井保育園 幼稚園・保育園

愛知県



西尾市 （医）仁医会 医療・福祉施設

豊田市 風外虎餅 和菓子・洋菓子

碧南市 スギ製菓（株） 和菓子・洋菓子

碧南市 日東醸造（株） 調味料

豊橋市 （有）津田畜産 養豚

豊田市 （有）たまご農場スギウラ 卵

豊橋市 （有）白清畜産 養豚

岡崎市 （有）三浦園芸 花

小牧市 佳花園 園芸店

豊橋市 プラネット 園芸

名古屋市 Ban's hair 美容室

愛西市 ミズノ・ソイルプロデュース 花

津市 下津醤油（株） 調味料

四日市市 （株）宮﨑本店 酒類

松阪市 奥野食品（株） 食品

鈴鹿市 エコトピア洋菓子　エッセンティア 和菓子・洋菓子

津市 （株）野田米菓 和菓子・洋菓子

津市 （株）とね菓子館 和菓子・洋菓子

津市 平尾屋 飲食店

津市 （株）北山水産 魚介類

津市 （有）大西畜産 養豚

津市 （有）鳥鹿養鶏園 卵

津市 LA PALME D'LR 飲食店

四日市市 伝七邸 飲食店

津市 ㈱オリエンタル 施設・サービス

津市 湯元榊原館 ホテル・サービス業

鈴鹿市 スーパーサンシ河芸店 スーパーマーケット

津市 猪の倉温泉　 ホテル・サービス業

鈴鹿市 海の幸　魚長 飲食店

津市 （医）遠山病院 医療・福祉施設

津市 あかり屋 飲食店

四日市市 ホテルグリーンパーク津 ホテル・サービス業

津市 (福)洗心福祉会 医療・福祉施設

尾鷲市 (福)長茂会 医療・福祉施設

津市 たにクリニック 医療・福祉施設

伊勢市 ホテル　キャッスルイン津 ホテル・サービス業

伊賀市 ぎゅーとら　ラブリー小田店 スーパーマーケット

伊賀市 ぎゅーとらラブリー伊賀西明寺店 スーパーマーケット

津市 ぎゅーとら　ラブリー一志店 スーパーマーケット

津市 ぎゅーとらラブリー芸濃店 スーパーマーケット

津市 ぎゅーとら　ラブリー持川店 スーパーマーケット

伊勢市 ぎゅーとら　二俣店 スーパーマーケット

三重県

愛知県



松阪市 ぎゅーとら　大黒田店 スーパーマーケット

松阪市 ぎゅーとら　下村店 スーパーマーケット

伊勢市 ぎゅーとら　ハイジー店 スーパーマーケット

津市 ぎゅーとら　津渋見店 スーパーマーケット

伊勢市 ぎゅーとら　神田久志本店 スーパーマーケット

伊勢市 ぎゅーとら　ラブリー藤里店 スーパーマーケット

津市 ぎゅーとら　ラブリー久居店 スーパーマーケット

鈴鹿市 ぎゅーとらラブリー平田店 スーパーマーケット

津市 ぎゅーとら　神戸店 スーパーマーケット

名張市 ぎゅーとら　ラブリー蔵持店 スーパーマーケット

津市 フェニックスホテル スーパーマーケット

津市 朝津味 スーパーマーケット

桑名市 大山田東保育園 幼稚園・保育園

桑名市 大山田北保育園 幼稚園・保育園

桑名市 安永保育園 幼稚園・保育園

桑名市 和泉保育園 幼稚園・保育園

津市 JAベジマルファクトリー（株） 食品製造

津市 山二造酢（株） 調味料

津市 仕出し割烹　しげよし 食品

鈴鹿市 椿こんにゃく 食品製造

伊勢市 （株）伊勢萬 酒類

津市 あのつ牧場（株） 牛乳・チーズ・アイス

亀山市 （有）小林ファーム 養豚

伊勢市 Onaka Farm 農産物

津市 豊里ファーム 農産物

桑名郡木曽岬町 （有）藤井園芸 花

鈴鹿市 サノ・オーキッド 花

四日市市 小林総業（株） 農産物

松阪市 純壽 農産物

津市 いちごファーム田中 農産物

四日市市 新握一番　イオンタウン四日市泊店 飲食店

甲賀市 信楽牧場（株） 畜産

長浜市 おだに花ひろば（株） 花

甲賀市 近江花壇 花

京都市 しまや 飲食店

京都市 共栄印刷紙業（株） 施設・サービス

京丹後市 夕日ヶ浦温泉 旅館 静花扇 ホテル・サービス業

京都市 フローストモリ アパート・マンション

京田辺市 サンフレッシュ田辺店 スーパーマーケット

京都府 サンフレッシュ宇治田原店 スーパーマーケット

京都府 サンフレッシュ加茂店 スーパーマーケット

京都府 サンフレッシュ三山木店 スーパーマーケット

三重県

滋賀県

京都府



京都市 京佃煮処 髙はし 食品製造

和歌山市 四季の味　ちひろ 飲食店

伊都郡かつらぎ町 和歌山ニック 施設・サービス

日高郡みなべ町 紀州ほそ川 食品製造

田辺市下万呂 向井農園 農産物

大阪市 舞昆のこうはら 食品製造

和泉市 シータイガー ホテル・サービス業

堺市西区 石川金属（株） 製造業

箕面市 （社）福祥福祉会 医療・福祉施設

大阪市 北港学園保育所 幼稚園・保育園

大阪市 すし割烹　神代 飲食店

阪南市 尾崎スイミングスクール　尾崎校 プール・ジム

泉佐野市 尾崎スイミングスクール　泉佐野校 プール・ジム

阪南市 サンエス温水プール プール・ジム

泉南市 スポーツクラブラクルス プール・ジム

松原市 （有）太田製麺所 麺類

加古川市 さとうさんちのピザ屋さん 飲食店

姫路市 （有）新喜皮革 皮革製品

明石市 ふじきち 飲食店

神戸市 西念寺 寺院・飲食店

神戸市 （社）須磨シニアコミュニティ 医療・福祉施設

神戸市 （有）ナチュレひなた 食品製造

三木市 お菓子の木　ふじき 和菓子・洋菓子

神戸市 やまもとや 飲食店

たつの市 啓甚 魚介類

たつの市 津田正水産 魚介類

南あわじ市 （有）グリーンファーム 酪農

鳥取市 井戸垣農園 農産物

米子市 ハーモニー旗ケ崎 アパート・マンション

東伯郡琴浦町 合同会社　前田牧場 牛乳・チーズ・アイス

鳥取市 014いちご農園 農産物

東伯郡湯梨浜町 （有）湯梨浜ファーム　今市鶏卵 卵

鳥取市 FFC鳥取根菜研求会 農産物

雲南市 木次酒造（株） 酒類

松江市 （医）マザリー産科婦人科医院 医療・福祉施設

益田市 天霧　2号店 飲食店

仁多郡奥出雲町 松葉屋 和菓子・洋菓子

岡山市 つるの玉子本舗　下山松壽軒 和菓子・洋菓子

倉敷市 （有）小幡商店 食品

笠岡市 （株）釆女ファーム 卵

倉敷市 味処　蔵 飲食店

倉敷市 有料老人ホーム　いづみ荘 医療・福祉施設

京都府

和歌山県

大阪府

兵庫県

鳥取県

島根県

岡山県



倉敷市 （医）西崎内科医院 医療・福祉施設

倉敷市 旭給食（株） 食品

津山市 （有）ひらい食品 食品

津山市 囲炉裏焼き　あなみ 飲食店

岡山市 大門寿し 飲食店

苫田郡鏡野町 ＷＡＫＡＮＡ 和菓子・洋菓子

倉敷市 タッチスマイル 暮らし

三原市 （有）久井養鶏場 卵

広島市 （有）田中商店 農産物

呉市 宮原水産 水産加工品

東広島市 （有）トムミルクファーム 牛乳・チーズ・アイス

世羅郡世羅町 （有）津口ファーム 卵

山県郡北広島町 農事生産法人　石本農場 卵

東広島市 西明水産 魚介類

東広島市 （有）マルムラ美野水産 魚介類

東広島市 松野養鶏場 卵

山県郡北広島町 Excelそり 農産物

世羅郡世羅町 和菓子処　大手門 和菓子・洋菓子

東広島市 （株）福之信 施設・サービス

広島市 有料老人ホーム　ベストライフ広島 医療・福祉施設

広島市 コーポ木村 美容室

呉市 グループホーム黒瀬 医療・福祉施設

安芸郡海田町 市松寿司 飲食店

東広島市 （社）広島新生学園 医療・福祉施設

広島市 （株）エースコスモ アパート・マンション

福山市 エフツー新湯野 アパート・マンション

広島市 コンチェルトM アパート・マンション

広島市 （株）アイエム企画 アパート・マンション

廿日市市 ヴィラみずほ 医療・福祉施設

福山市 合資会社　ふくでん 医療・福祉施設

呉市 せんとく幼稚園 幼稚園・保育園

広島市 山村ビル アパート・マンション

三次市 Aコープみよし店 スーパーマーケット

広島市 スーパーたかもり宇品本店 スーパーマーケット

三原市 （有）小西豆腐店 食品

福山市 （株）宮地 農産加工品

福山市 （有）素財食品 食品製造

広島市 嚶鳴ベーカリー（株） パン・ジャム・はちみつ

福山市 御料理・仕出し　ふちがみ 飲食店

福山市 江種製パン（株） パン・ジャム・はちみつ

福山市 かつ処　豚笑 飲食店

広島市 （株）三原商店 農産加工品

岡山県

広島県



広島市 （株）あじかん 食品製造

広島市 （株）アンデルセン(小谷サービスエリア) 飲食店

福山市 ヴェルデュ都 飲食店

福山市 ステーキ懐石　都春日 飲食店

福山市 都あけぼの 飲食店

東広島市 山下水産（株） 水産加工品

庄原市 （株）クイーンファーム 牛乳・チーズ・アイス

福山市 ㈱ケンユー 日用品・生活用品

三原市 ドイ　グランホ 農産物

尾道市 On The Kitchen　村上農園 農産物

三原市 佃桃園　 農産物

山口市 （株）イチゴ屋けんちゃん 農産物

周南市 （株）新光 スーパーマーケット

山陽小野田市 （社）姫井保育園 幼稚園・保育園

宇部市 （有）他力屋 幼稚園・保育園

宇部市 （医）　針間産婦人科 医療・福祉施設

岩国市 （株）平中商店 食品

山口市 ときつ養蜂園　ｂｅｅ’ｓ　ｌｉｆｅ パン・ジャム・はちみつ

阿波市 片岡牧場 畜産

阿南市 廣田ファーム 農産物

坂出市 （有）よこす 食品

坂出市 名物かまど 和菓子・洋菓子

三豊市 山下農園 農産物

越智郡上島町 浦安水産 魚介類

四国中央市 ㈲豊岡農場 卵

伊予郡砥部町 （有）愛媛新聞エリアサービス砥部 施設・サービス

大洲市 松田養豚場 畜産

三潴郡大木町 大薮　秀子 農産物

糸島市 （株）瀬戸ファーム 畜産

糸島市 （株）マツフジ 調味料

福津市 ぎょうざの山八 食品製造

福岡市 （株）中野和一郎商店 食品製造

大川市 （株）ウッドサークル 暮らし

八女市 原いちご農園 農産物

三潴郡大木町 （有）池末豊矯商店 農産物

福岡市 レモン（株） 食品製造

古賀市 レモン（株）　古賀工場 食品製造

北九州市 （株）しんこう 和菓子・洋菓子

筑紫郡那珂川町 ゆうゆうシニア館・春日公園 医療・福祉施設

福岡市中 ノーブル大濠南 アパート・マンション

福岡市中 グランノーブル六本松 アパート・マンション

北九州市 佳秀工業（株） 暮らし

香川県

広島県

山口県

徳島県

愛媛県

福岡県



福岡市 （株）紙資源 暮らし

糟屋郡志免町 志免中央幼稚園 幼稚園・保育園

遠賀郡岡垣町 和食レストラン　みよし 飲食店

飯塚市 福岡カホスイミングスクール プール・ジム

糟屋郡須惠町 （社）明道館 医療・福祉施設

北九州市 マンショングレイス石塚 アパート・マンション

福岡市 エミール保育園 幼稚園・保育園

筑紫郡那珂川町 （株）愛しとーと 食品

築上郡上毛町 （社）母子生活支援施設サン・フラワー京築 医療・福祉施設

福岡市 ありた幼稚園 幼稚園・保育園

福岡市 ライオンズマンション長住第２ アパート・マンション

田川市 原クリニック 医療・福祉施設

福岡市 レジデンス高山 アパート・マンション

久留米市 浄顕寺 その他

三潴郡大木町 アスタラビスタ　高田店 スーパーマーケット

福岡市 宗教法人　大光寺 その他

福岡市 （株）ウェルホールディングス アパート・マンション

福岡市 （株）松幸 食品製造

福岡市 （医）くまクリニック 医療・福祉施設

福岡市 横尾商店 農産加工品

福岡市 （株）三福 食品製造

柳川市 （株）高橋商店 調味料

北九州市 （有）矢野綜合食品 調味料

福岡市 スタミナ亭 飲食店

北九州市 （株）山喜食品 農産加工品

福岡市 （株）ジャパンシーフーズ 水産加工品

福岡市 ＴＯＯテクノ会 魚介類

福岡市 （株）ふくます水産 水産加工品

福岡市 菓匠　熊久 和菓子・洋菓子

久留米市 平田ナーセリー　久留米店 園芸店

福岡市 平田ナーセリー　小戸店 園芸店

北九州市 平田ナーセリー　本城店 園芸店

北九州市 平田ナーセリー　小倉東店 園芸店

春日市 平田ナーセリー　春日店 園芸店

福岡市 平田ナーセリー　新宮店 園芸店

久留米市 ㈲ナーセリーランド 園芸店

糸島市 吉村　成美 農産物

久留米市 坂本植物園 花

八女市 （株）九州大八産業 農産物

北九州市 太喜　カンヤマ 食品製造

八女市黒木町 みるく畑くりやま 牛乳・チーズ・アイス

豊前市 一期一会農園 農産物

福岡県



筑後市 てづくりや 暮らし

福岡市 古賀友庵 食品製造

久留米市 （有）タケヤ 農産加工品

那珂川市 神代　とも子 農産物

小城市 （学）牛津こどもの森 幼稚園・保育園

佐賀市 （学）嘉瀬こどもの森 幼稚園・保育園

三養基郡基山町 合資会社 基山商店 酒類

佐賀市 （有）古賀食鳥 食品製造

佐賀市 本村製菓（株） 食品製造

小城市 ショコラタルトハシマ 農産物

島原市 （有）杉永蒲鉾店 水産加工品

南松浦郡新上五島町 小島商店　 農産加工品

島原市 塚ちゃん雲仙たまご村 卵

大村市 （株）狩野ジャパン 麺類

南島原市 （株）須崎屋 和菓子・洋菓子

平戸市 （有）きのこ屋 農産物

佐世保市 エオナス浜田 アパート・マンション

長崎市 平木工業（株） その他

諫早市 （医）池田外科医院 医療・福祉施設

諫早市 （医）中村医院 医療・福祉施設

諫早市 清香苑　久山店 飲食店

大村市 ビートスイミング　大村プール プール・ジム

大村市 すし・割烹　てん新 飲食店

東彼杵郡波佐見町 陶農レストラン　清旬の郷 飲食店

南松浦郡新上五島町 ホテルマリンピア ホテル・サービス業

長崎市 （有）木村蒲鉾 水産加工品

長崎市 （株）長崎杉蒲 水産加工品

平戸市 牛蒡餅本舗　熊屋 和菓子・洋菓子

西彼杵郡時津町 サン･オノフレ 和菓子・洋菓子

雲仙市 みゆき蒲鉾本舗 水産加工品

大村市 長崎きのこ 農産物

宇土市 （有）はま松総合商会 魚介類

熊本市 平田ナーセリー　熊本本店 園芸店

熊本市 橋本醤油　㈱ 調味料

天草市 健幸一番楽らく農園 農産物

合志市 オオヤブデイリーファーム 牛乳・チーズ・アイス

天草市 あまくさ農業協同組合 畜産

阿蘇郡南阿蘇村 （株）阿蘇ナチュラル・ジェイファーム 肉加工品

宇城市 松岡　勉 農産物

熊本市 山本建設（株） 魚介類

熊本市 ふくとく大成（株） 水産加工品

天草市 天草漁業協同組合 水産加工品

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県



熊本市 （株）さんらいと 幼稚園・保育園

人吉市 （社）おこば保育園 幼稚園・保育園

水俣市 （株）吉永商会 その他

熊本市 （株）マリーゴールド 施設・サービス

山鹿市 （社）特別養護老人ホーム　矢筈荘 医療・福祉施設

玉名市 （医）城井歯科医院 医療・福祉施設

上天草市 藍のあまくさ村 施設・サービス

熊本市 うなぎの徳永　富合店 飲食店

玉名郡南関町 （株）橋本製菓 食品製造

菊池郡 味の大津屋 飲食店

八代市 （有）宝生豆化食品 食品製造

天草市 （株）松下蒲鉾店 水産加工品

天草市 （有）金一海産 水産加工品

天草市 （有）山下水産 水産加工品

山鹿市 （有）小田畜産 養豚

菊池市 （有）冨田ファーム 養豚

菊池市 三池　政文 酪農

菊池市 東 建太朗 酪農

菊池市 斉藤　誉 酪農

菊池市 内田ホルスタイン牧場 酪農

菊池市 清水　大 酪農

菊池市 鶴田　真里子 酪農

菊池市 村上　康弘 酪農

熊本市 （有）安藤ファーム 酪農

阿蘇郡南小国町 （有）南牧場 畜産

菊池市 （株）コッコファーム 卵

八代市 濱田　紀美子 農産物

八代市 大黑農園 農産物

熊本市 丸粧（株） 食品

荒尾市 藤末果樹園 農産物

宇城市 カネケンフルーツ農園 農産物

球磨郡相良村 合資会社　渡邊製茶工場 農産物

宇土市 （有）山本海藻食品 水産加工品

宇佐市 （有）上野水産 水産加工品

速見郡日出町 （有）大分ファーム 卵

大分市 ルネ1 アパート・マンション

大分市 ファミーユ碩田 アパート・マンション

大分市 末広ロイヤルハイツ アパート・マンション

大分市 アソシエビル アパート・マンション

大分市 サンメゾンTOYO アパート・マンション

大分市 リジェネ大津 アパート・マンション

大分市 東洋第一ビル アパート・マンション

熊本県

大分県



大分市 セントレア大分駅前 アパート・マンション

大分市 大坪　誠四郎 卵

豊後高田市 井ノ口鶏卵農場 卵

由布市 ドリームGOTOⅡ アパート・マンション

大分市 おのクリニック 医療・福祉施設

別府市 あおば保育園 幼稚園・保育園

豊後高田市 河野養鶏場 卵

速見郡日出町 赤松バラ園 花

佐伯市 自家焙煎工房モカ珈琲 飲食店

宇佐市 耕智ぶどう園 農産物

鹿児島市 うを佐　中山店 飲食店

鹿児島市 うを佐　新栄店 飲食店

鹿児島市 とんかつと銀シャリ玄 飲食店

大島郡 （株）モリ 施設・サービス

薩摩川内市 大豆の華（株） 飲食店

鹿児島市 こむらさき食堂 飲食店

薩摩川内市 （有）岩崎商店 魚介類

霧島市 うを佐　国分店 飲食店

都城市 ㈲河中農園 卵

都城市 うを佐　都城店 飲食店

宮崎市 うを佐 　宮崎木花店 飲食店

東諸県郡国富町 （社）三名こども園 幼稚園・保育園

日南市 （有）重永種鶏場 畜産

延岡市 竹林畜産 畜産

延岡市 川原いちご農園 農産物

浦添市 宮城　秀子 アパート・マンション

島尻郡 マリンスポーツアカ ホテル・サービス業

国頭郡 伊芸　正司 農産物

那覇市 Ｋコーポ　 アパート・マンション

うるま市 （社）あかつき保育園 幼稚園・保育園

南城市 （社）船越保育園 幼稚園・保育園

南城市 （株）城間農場 その他

那覇市 ピソ・ヒラソル アパート・マンション

浦添市 （株）正吉住宅 アパート・マンション

那覇市 セカンドスペース アパート・マンション

那覇市 プレゼントロセナ アパート・マンション

那覇市 大田整形外科 医療・福祉施設

南城市 （社）愛地友遊保育園 幼稚園・保育園

浦添市 前田建材 アパート・マンション

うるま市 菓子工房　ソレイユ 和菓子・洋菓子

石垣市 知念ファーム 畜産

南城市 （有）見奈須フーズ 卵

鹿児島県

宮崎県

沖縄県

大分県



豊見城市 わかまつどう製菓 和菓子・洋菓子

国頭郡今帰仁村 大城マンゴー園 農産物

那覇市 （有）丸親建設 飲食店

那覇市 カーサ・デルエスト アパート・マンション

その他　144件

沖縄県


