
平成27年11月

公益財団法人日本特産農産物協会

平成27年産売り手登録者及び買い手登録者の数
　売り手登録者     2者
　買い手登録者 173者

都道府県 登録者名
東京都 全国農業協同組合連合会
東京都 全国主食集荷協同組合連合会

都道府県 登録者名
北海道 アグリシステム株式会社
北海道 株式会社藤井
北海道 株式会社ナカシン
北海道 株式会社山松松田商店
北海道 株式会社鈴木商店
北海道 有限会社北武サービス
北海道 長谷部商事株式会社
北海道 株式会社丸勝
北海道 四国物産株式会社帯広支店
北海道 大和雑穀株式会社
北海道 株式会社上富農産
北海道 株式会社萩原敬造商店
北海道 株式会社バイオテック
北海道 株式会社北星農産
北海道 共栄食品器材有限会社
北海道 昭産商事株式会社北海道支店
北海道 岩田醸造株式会社
北海道 三箇株式会社（札幌東支店）
北海道 株式会社船戸雑穀
北海道 株式会社カネマル
北海道 合同会社山福
青森県 株式会社米万商店
青森県 有限会社辻口商店
青森県 株式会社みちのく松善
青森県 上北農産商事株式会社
岩手県 関庄糧穀株式会社
宮城県 三倉産業株式会社
宮城県 菅原　嘉雄（菅原食品）
宮城県 伊藤　栄一（良元商店）
宮城県 株式会社大豆カンパニー
山形県 鈴木源三郎商店株式会社
山形県 株式会社三浦
福島県 株式会社石井商店
福島県 ＴＯＨＯピクス株式会社
茨城県 関　浩一（関一商事）
茨城県 株式会社タツミ米穀
茨城県 関東穀粉株式会社
茨城県 有限会社アグリクリエイト
茨城県 だるま食品株式会社

平成27年産大豆入札取引登録者

平成27年産売り手登録者

平成27年産買い手登録者
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都道府県 登録者名
栃木県 株式会社日清商会
栃木県 有限会社高島屋
栃木県 株式会社イースト・コーポレーション
群馬県 株式会社本井新太郎商店
群馬県 有限会社石田米穀店
埼玉県 株式会社吉田文吾商店
埼玉県 埼玉糧穀株式会社
埼玉県 株式会社相原商店
埼玉県 株式会社ミツマ
埼玉県 株式会社ワイエスコーポレーション　
千葉県 柏邦農産株式会社
東京都 互明商事株式会社
東京都 株式会社木村商店
東京都 朋和商事株式会社
東京都 富士商事株式会社
東京都 武陽食品株式会社
東京都 株式会社横溝商店
東京都 和光食糧株式会社
東京都 篠崎商事株式会社
東京都 三幸食品株式会社
東京都 株式会社岩崎清七商店
東京都 東邦物産株式会社
東京都 山口物産株式会社
東京都 三富実業株式会社
東京都 東北物産株式会社
東京都 株式会社シモヤマ
東京都 全国農協食品株式会社
東京都 アリックス株式会社
東京都 ベイシン貿易株式会社
東京都 食の未来株式会社
東京都 株式会社芳コーポレーション
東京都 株式会社日本精米
東京都 大倉アグリ株式会社
東京都 株式会社光商
東京都 豊栄産業株式会社
東京都 永和産業株式会社

神奈川県 神保株式会社
新潟県 神山物産株式会社長岡支店
新潟県 丸七商事株式会社
新潟県 橋本商事株式会社
新潟県 株式会社新潟ケンベイ　
新潟県 新和商事株式会社
新潟県 有限会社松田卯之七商店
新潟県 有限会社油屋久助商店
新潟県 株式会社佐野屋
富山県 丸七商事株式会社富山営業部
富山県 北川製油株式会社
富山県 松木商事株式会社
富山県 株式会社あいち研醸社富山営業所
富山県 北陸砂糖株式会社
富山県 富山県豆富商工組合
石川県 株式会社ゼントウ
福井県 福穀食糧株式会社
福井県 株式会社カクダイ
長野県 松本ノーサン株式会社
長野県 有限会社長野穀販
長野県 上穀商事株式会社　 　
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都道府県 登録者名
岐阜県 共伸産業株式会社
岐阜県 川島　幸雄（川島製油）
静岡県 東海澱粉株式会社
静岡県 株式会社望月仁平治商店
静岡県 有限会社川口喜代二商店
静岡県 株式会社Ｊ－ウィズ静岡支店
愛知県 朋和商事株式会社名古屋支店
愛知県 株式会社枇杷島農園
愛知県 株式会社ヤマサン
愛知県 豆時本店株式会社
愛知県 株式会社水野誉十郎商店
愛知県 株式会社あいち研醸社
愛知県 櫛田株式会社
愛知県 大津屋物産株式会社
愛知県 伸光商事株式会社
愛知県 西尾製粉株式会社
愛知県 ブラジル屋佐藤合資会社
愛知県 大榮産業株式会社
愛知県 カネダ株式会社名古屋営業所
三重県 サントウ商事株式会社
三重県 株式会社クスキ
三重県 南勢糧穀株式会社
三重県 西口　鉄也
滋賀県 北川雑穀株式会社
滋賀県 村田米穀株式会社
京都府 株式会社北尾吉三郎商店
京都府 関西雑穀株式会社
京都府 株式会社丸十商店
京都府 株式会社松尾商店
京都府 株式会社湯葉弥
大阪府 株式会社かね善
大阪府 互明商事株式会社大阪支店
大阪府 兼松ソイテック株式会社
大阪府 株式会社カネマス商店
大阪府 中井産業株式会社
大阪府 大和雑穀株式会社大阪支店
大阪府 高鍋商事株式会社
大阪府 有限会社岡田食糧
大阪府 京阪株式会社
大阪府 サングレイン株式会社
兵庫県 有限会社エムケード
兵庫県 杉原産業株式会社
島根県 島根米穀株式会社
岡山県 株式会社四方一商店
岡山県 株式会社田中帝一商店
岡山県 株式会社渡谷商店
岡山県 株式会社中丈
広島県 株式会社藤正
広島県 リヨーコクシヨウジ株式会社
広島県 株式会社柳屋商店
広島県 食協株式会社
広島県 フジタ株式会社
山口県 大西商事株式会社
山口県 合名会社松田商会
山口県 中村物産株式会社
徳島県 株式会社岩城商店
香川県 株式会社佐々木商店
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都道府県 登録者名
愛媛県 株式会社植松食糧
愛媛県 松山タンパク株式会社
愛媛県 株式会社マエダ
愛媛県 株式会社シンツ松山本店
愛媛県 大一ガス株式会社
福岡県 株式会社ニチリウ永瀬
福岡県 三幸食品株式会社九州支店
福岡県 株式会社キュウトウ
福岡県 株式会社寺田商店
福岡県 株式会社ふくれん
福岡県 株式会社プラスエスコーポレーション
佐賀県 株式会社森光商店
佐賀県 佐賀県食糧株式会社
佐賀県 安部商事株式会社
長崎県 島原食糧販売株式会社
長崎県 ふれあいの里清水　
熊本県 古閑産業合資会社
大分県 原田製油有限会社
大分県 株式会社パールライス大分経済連

鹿児島県 株式会社勝尾商店
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