
 
一年間の事業と運営報告 

 

1 TOKYO X-Association 17周年 
    一年間の事業と運営報告 

2 理事及び認定店リスト 



ハンガリー大使館の農産物セミナー出席 

食べられる国宝 

「マンガリッツァ」のセミナー講演 

マンガリッツァ豚肉を使用したハンガリー伝統料理を試食しながらの交流会 

サラミソーセージは、ハンガリー発祥とされ、その脂肪の優位性は世界最高峰とされる。 

ＩＣチップにより固体管理がきちんと管理されている。 

駐日大使を始め、マンガリッツァ協会代表、PICK社アジア代表も参加する盛大なプロモーション 



全日本大学対抗ミートジャッチング協議大会参加 

目的 

食肉格付けの理論及び実際の評価技
術を学ぶ機会を提供する 

食肉産業分野の新しいテクノロジーに
触れる機会を提供する 

消費者のニーズや期待に触れる機会を
提供する 

 

実際の畜産業の現状や未来に向けての希望を話す 

国内のマーケットから世界に打って出る攻めの農業の将来性 



松本ハイランド農協定例総会参加 
養豚部会に出席し交流会で意見交換 

懇親会風景 

TOKYO X豚肉の肩ロースがしゃぶしゃぶとして供された 



食肉産業展 
日本最大級の食肉祭典 

視覚判定と味覚判定で優劣判定 

 

 

全国8銘柄の競技 

 

視覚判定用のロース断面 

筋間脂肪含有率5～10％の物が競う会う 



バスク豚（キントア純血種）試食 

ドライエージング開始 

ドライエージング完了（4週間） 



バスク豚の肩ローススライス 



ロンドンの市場調査 

皇太子の紋章が入口にある 

皇太子推奨のオーガニック農産物も扱う 

 

 

フリーレンジの表記 

レッドトラクター認証マークの付与 

不可価値として20～30％の付与 



イギリスの養豚協会との交流 

ロンドンオリンピック指定食材 

判定基準になったＡＷマーク 
視察者の情報提供（スマホ） 視察風景 



豪州食肉事業者のプレゼン視察 

オーストラリアのパッカーが一堂に会す 

カット実演 



豚肉をメインに使用した料理実演 
keisuke matsushima 

TOKYO Xのロテ（低温長期加熱） 

オーナーシェフによるカッティング 
TOKYO X豚肉のロゼの色調が際立つ 

ニース風豚肉料理 



第10回食育推進全国大会inすみだ2015に参加 

TOKYO X豚肉を3頭分試食 
アピール3原則 

1.商材への感謝 

2.良い食材を見極める力をつける 

3.食を通して環境も考える 

食べる喜びと感謝 
TOKYO Xを応援していただく方達に感謝 



岩手県食材研究交流会に出席 

岩手食肉流通センター 

食肉処理 

海外輸出対応 

衛生的合理性の拡充 

加工品製造 

地産地消の特化 

地域生産者との密着型・農産物畜産物改良 

そして、流通事業者への地域をあげての情報発信 



香港の市場調査 
全世界の優秀な食材の交差点 

DINGLEY DELL Porkブランド豚肉 

福祉にやさしい豚肉 

スライス技術の向上 

日本食文化の浸透 



とうきょう特産食材試食交流会に出展 

東京産農産物のレストラン向け商品試食・展示会 

TOKYO X豚肉のトンカツ 



東京産農産物使用メニュー 
新橋亭の「東京宴」 

オードブル（東京都産） 
穴子、ヒラメ、浅利、はつか大根、オクラ、きゅうり、大根、東京軍鶏、ＴＯＫＹＯ Ｘ 

TOKYO X豚肉の黒酢餡かけ角煮 



稲付中学校社会科授業 
「TOKYO X豚肉の野菜炒めの給食」を食べてからの地産地消・自給率・食育についての授業 

 

食べ物の大切さと感謝 

豚⇒豚枝肉⇒部分肉⇒パック肉迄の過程 

食材は全て命で出来ている 

食育を通してTOKYO Xの優位性を説明 



2015東京都食育フェアー参加 

TOKYO Xの「４つの理念」と 

      生産工程の説明 

部分肉からパック肉までカット。 

      その肉で、豚汁の試食食べて味わう食育活動 



2015東京都食育フェアー 味の体感 

TOKYO Xの豚汁200人分 

豚汁は試食開始から30分で完食 



シンガポールの市場調査 

国交50年周年の式典 

記念事業として日本産農産物の試食とプロモーション 

鹿児島黒豚の試食とプロモーション 



日本畜産学会市民公開講座に参加 
日本獣医科学生命大学 

TOKYO Xのブランディングと 

          美味しさについて 

公開討論 



2015豚肉研究会に出席 



豚肉研究会セミナー参加 
日本への輸出戦略と日本産豚肉の強み 

米国食肉輸出協議会からの日本マーケットについて 

カナダ豚肉輸出推進協議会からの 

         日本マーケットについて 



アメリカンミートトレードセミナーへの参加 
米国食肉輸出連合会 会長と情報交換 



「& TOKYO」に参画 

従来のマーク 

＆TOKYOとの併用シール 



枝肉検討会 

宮城県生産者 山田多賀男氏が優秀賞を取得 

2015年11月22日 

厳格な審査検討会 



福島県産品の生産・復興に向けた取り組み 
農産物活性化取り組み交流会に出席 

福島県産品にこだわった料理 

県産の特徴と応援要請 



アニマルウェルフェアを考える会に出席 
雄豚の去勢と肉質の比較検討会 

 

 

無去勢雄の肉豚 
外層脂肪が薄く、若干肉色が濃い 

 

ヨーロッパのAW養豚 

    1.去勢をする 

    2.去勢をしない 

    3.去勢はしないがホルモン処理 

無去勢、去勢豚肉の試食 
恵泉女子学園大学 

今回は、半数以上が識別できなかった。 



日本獣医生命科学大学 地域交流会参加 

TOKYO X豚肉のモモ、バラ、カタを使用 

焼き豚、角煮、カレーとして供された 

優良な農産物の紹介と交流 



PA・SA料理コンテスト審査会に出席 
武蔵野料理専門学校 

 

 

 

  6人の審査委員で試食 

 

地域特産の豚肉、牛肉、鶏肉を
メインにしたメニューが多く、価
格帯も高級志向が見られた 

米子自動車道 韮山高原SA「上り」 
韮山豚肉のしゃぶしゃぶ懐石膳 



スペイン大使館での豚肉プロモーションで交流 
 



「＆TOKYO」の発表会に参加 

 

 

 

対象物は多岐にわたる 

コンセプト 
東京オリンピック・パラリンピックと共に活性化して
日本中が反映することを願っている。経済効果は30
兆円とも言われている。 



宮城県養豚研究会に参加 

TOKYO Xの販売戦略の講演 

 

 

 

 

公開討論会 
    1.チェックオフについての手法 

    2.生産と販売のバランスの手法 

    3.固体管理手法とトレースの管理体制 



全国調理師協会食育フェスタに出席 
調理師競技会の全国大会 

服部幸應会長の挨拶 

TOKYO X-Associationとして食材を提供 



東京味わいフェスタに参加 

トゥーランドットでの料理提供 

東京の食材を使った料理フェスタ 
料理は和食にこだわらず各国料理の食材と
してTOKYO X豚肉が使用されている 

 

By TOKYO X 



日本獣医師学会 市民公開講座に参加 
秋田キャッスルホテル 

公開討論 

生産・流通・消費の循環サイクルについて講演 



米国食肉輸出連合会のプレス発表会出席 
アメリカ産豚肉は熟成での柔かさを強調 

＊アメリカンポークのゆるキャラマスコット「ごちポ君」が船便でトレーニング   をし
ながら日本に着くことをイメージさせ、肉の柔かさを強調。 

＊厚切り肉、塊り肉、赤身肉を印象付ける。 



日本畜産物輸出推進協議会発表会に出席 



食肉の手荷物お土産解禁 
To:シンガポールへ 

羽田空港 

国際線ターミナル 

拡大するインバウンドと、おもてなしの心使い 



バンコクの市場調査 

骨付き肉のカットと道具 

ポークチャップとスペアーリブ 



  

 

ボーダレスを迎えるに当たり５月のハイドパークにて思う 

 

 

 

 

 

 

  最も強い者が生き残るのではなく、 

       最も賢い者が生き延びるでもない。 

  唯一生き残るのは、変化できる者である 
イギリスの自然科学者 

 



役職名 氏　名 屋　号 住　所 電話番号 備　考 郵便番号

東京都福生市福生785 042-551-1321 代表取締役社長 197-0011

ミートパッカー部　課長代理

(合)　西友 東京都北区赤羽2-1-1 03-3598-7415 ﾛｰﾏﾃﾘｱﾙｿｰｼﾝｸﾞﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 115-0045

㈱セントラルフーズ 東京都町田市鶴間1643-1 042-795-8663
生産統括部　原料部

部長

252-0131

幹事・書記長 小石　伸市

幹事・書記 小石　隆二 ㈱ミートコンパニオン

252-0131
幹事・書記・

事務局
小林　直樹 ㈱ミートコンパニオン 神奈川県相模原市緑区西橋本3-10-21 042-771-3521

神奈川県相模原市緑区西橋本3-10-21 042-771-3521 ﾐｰﾄﾊﾟｯｶｰ部　製造課　課長

104-8570

理事 中村　敏章 ㈱人形町今半 東京都中央区日本橋蠣殻町1-4-5 03-5652-5738

理事 北村　陽三 194-0003

理事

精肉惣菜部　部長 103-0014

理事 川原　昭広

理事 東京都八王子市旭町14-1 042-656-3111

㈱ミートコンパニオン 東京都立川市富士見町6-65-9 042-526-3451 執行役員　ﾐｰﾄﾊﾟｯｶｰ部　部長兼務 190-0013

小林　和人 ㈱大多摩ハム小林商会

192-0083佐藤  進一
㈱京王プラザホテル

八王子事業部

副会長・監事 道下　泰治 ㈱三越伊勢丹フードサービス 東京都中央区豊海町3-16 03-3534-6５13
外販統括部外販部
水産・畜産事業部長

八王子事業部
総料理長

TOKYO X-Ａssociation　協会役員名簿 
平成28年度

会長 植村　光一郎 ㈱ミートコンパニオン 東京都立川市富士見町6-65-9 042-526-3451 常務取締役 190-0013



番号 会 社 名 店 名 代 表 者 名 販売担当者名 住所 （屋号) 郵便番号 電話番号 番号 会 社 名 店 名 代 表 者 名 販売担当者名 住所 （屋号) 郵便番号 電話番号

代表取締役　社長 東京都昭島市　昭和の森 食品商品企画本部畜産商品部 東京都板橋区前野町

安済　文幸 　 部長　剣持　彰 4-21-22

代表取締役　社長 東京都渋谷区神宮前 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都港区南青山

松嶋　啓介 １－４－２０パークコート神宮前 青山店 豐田　靖彦 3-1-34-101

代表取締役　社長 東京都品川区戸越２－７－１ ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都世田谷区新町

浅野　功 桜新町店 豐田　靖彦 2-37-12

代表取締役　社長 東京都東村山市 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都世田谷区三軒茶屋

大山　博司 恩多町4-27-2 三軒茶屋の杜店 豐田　靖彦 2-56-7

代表取締役　社長 東京都八丈島八丈町 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都目黒区自由ヶ丘

浅沼　孝彦 大賀郷2370-1 自由ヶ丘店 豐田　靖彦 　2-15-4

代表取締役　社長 東京都八王子市 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都練馬区高野台

川口　操 元八王子2-1173-1 高野台店 豐田　靖彦 　1-7-17

代表取締役　社長 東京都板橋区 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都新宿区下落合

鹿熊　勝治 元八王子2-1173-2 目白店 豐田　靖彦 　3-14-1

代表取締役　社長 東京都葛飾区 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都小平市花小金井

小泉　和久 堀切3-7-4 花小金井店 豐田　靖彦 南町1-25-29

代表取締役　社長 東京都江東区 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都豊島区上池袋

小泉　和久 北砂4-25-2 上池袋店 豐田　靖彦 1-37-16

代表取締役　社長 東京都荒川区荒川 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都渋谷区恵比寿南

小泉　和久 7-46-1ﾏｰｸｽﾀﾜｰ1F/2F 恵比寿南店 豐田　靖彦 2-3-3-101

代表取締役　社長 東京都文京区 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都足立区竹の塚

小泉　和久 根津2-12-6 竹ノ塚店 豐田　靖彦 6-7-101

代表取締役　社長 東京都江東区 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都板橋区高島平

小泉　和久 白河1-7-13 高島平店 豐田　靖彦 2-33-1-101

代表取締役　社長 東京都豊島区 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都江東区大島

小泉　和久 池袋2-54-5 大島店 豐田　靖彦 6-1-8-101

代表取締役　社長 東京都江戸川区 代表取締役　社長 東京都中央区日本橋浜町

天井　喜美子 南小岩７－２４－１５ 豐田　靖彦 3-3-1

代表取締役　社長 東京都東久留米市下里 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都大田区上池台

岩田　武志 ６－３－７ 上池台店 豐田　靖彦 ４－２１－７

代表取締役　社長 東京都調布市深大寺元町 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都杉並区下井草

岩田　武志 １－１１－１ 井荻　店 豐田　靖彦 5-18-8

代表取締役　社長 東京都八王子市北野町 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都新宿区高田馬場

岩田　武志 ５８４－２１ 高田馬場店 豐田　靖彦 1-28-7

代表取締役　社長 東京都港区赤坂 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都港区芝浦

金　銀美 3-14-3 グランパーク田町 豐田　靖彦 3-4-1

食品商品企画本部畜産商品部 東京都品川区東品川 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都小金井市

部長　剣持　彰 4-12-5 東小金井 豐田　靖彦 中町2-23-23

食品商品企画本部畜産商品部 東京都江東区南砂 ピーコックストア 代表取締役　社長 東京都世田谷区宮坂

部長　剣持　彰  6-7-15 経堂店 豐田　靖彦 2-19-5

食品商品企画本部畜産商品部 東京都大田区北嶺町 代表取締役　社長 東京都渋谷区神宮前４－８－５

部長　剣持　彰 37-13 岡本　猛

食品商品企画本部畜産商品部 東京都江戸川区西葛西 三越伊勢丹　新宿本店 代表取締役　社長 東京都新宿区新宿

部長　剣持　彰  3-9-19 イセタンミート 田中　雅範 3-14-1

食品商品企画本部畜産商品部 東京都江東区東雲 西武百貨店　池袋店 代表取締役　社長 東京都豊島区南池袋

部長　剣持　彰  1-9-10 アイミート 田中　雅範 1-28-1

食品商品企画本部畜産商品部 東京都武蔵村山市榎 京王百貨店　新宿店 代表取締役　社長 東京都新宿区西新宿

部長　剣持　彰 1-1-3 アイミート 田中　雅範 1-1-4

食品商品企画本部畜産商品部 東京都板橋区徳丸 ㈱大丸松坂屋百貨店　松坂屋上野店 代表取締役　社長 東京都台東区上野

部長　剣持　彰 2-6-1 肉の匠いとう 田中　雅範 3-29-5

食品商品企画本部畜産商品部 東京都江東区新砂 伊勢丹百貨店　立川店 代表取締役　社長 東京都立川市曙町

部長　剣持　彰 ３－４－３1 イセタンミート 田中　雅範  2-5-1

食品商品企画本部畜産商品部 東京都東久留米市 伊勢丹百貨店　府中店 代表取締役　社長 東京都府中市宮町

部長　剣持　彰 南沢5-17 イセタンミート 田中　雅範 1-41-2

食品商品企画本部畜産商品部 東京都西多摩郡日ノ出町 伊勢丹百貨店　吉祥寺店 代表取締役　社長 東京都武蔵野市吉祥寺

部長　剣持　彰 大字平井字三吉野桜木237-3 イセタンミート 田中　雅範 本町1-11-5

食品商品企画本部畜産商品部 東京都足立区梅島 高島屋 代表取締役　社長 東京都立川市

部長　剣持　彰 3-32-7 立川店 田中　雅範 曙町2-39-3

食品商品企画本部畜産商品部 東京都日野市多摩平 代表取締役　社長 東京都昭島市田中町

部長　剣持　彰 2-4-1 亀井　淳 562-1

TOKYO X-Association  協会会員名簿
平成28年度　　　（東京都内限定　補助認定店を除く）

60 ㈱イトーヨーカ堂 昭島店 田伏　浩二 196-0014 042-546-1411

58 伊藤ﾊﾑﾌｰﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 大野　裕貴 180-8501 047-366-5144

59 伊藤ﾊﾑﾌｰﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 坂爪　義之 190-8507 042-526-9786

56 伊藤ﾊﾑﾌｰﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 西野　友秀 190-8511 042-525-7205

57 伊藤ﾊﾑﾌｰﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 前川　健一 183-8541 042-351-9005

54 伊藤ﾊﾑﾌｰﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 佐山　昌人 160-8321 03-3342-6780

55 伊藤ﾊﾑﾌｰﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 森下　啓太郎 110-8503 03-3832-3829

52 伊藤ﾊﾑﾌｰﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 水田　伸一郎 160-8011 03-3354-7570

53 伊藤ﾊﾑﾌｰﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 藤田　三郎 171-8569 03-5949-5221

51 井筒まい泉（株） 青山本店 阿部　新一 150-0001 0120-428-485

49 イオンマーケット 　 184-0012 042-388-8041

50 イオンマーケット 　 156-0051 03-3439-7071

47 イオンマーケット 　 169-0075 03-3209-7201

48 イオンマーケット 　 108-0023 03-5441-2101

45 イオンマーケット 　 145-0064 03-5499-5181

46 イオンマーケット 　 167-0022 03-3396-1221

44 イオンマーケット トルナーレ日本橋浜町店 103-0007 03-5645-2831

42 イオンマーケット 　 175－0081 03-3936-7101

43 イオンマーケット 　 136－0072 03-3684-2451

40 イオンマーケット 150ー0022 03-3719-7204

41 イオンマーケット 121ー0813 03-3884-2521

38 イオンマーケット 178-0003 0424-60-0770

39 イオンマーケット 　 170－0012 03-5980-4511

36 イオンマーケット 　 177-0033 03-5372-2011

37 イオンマーケット 161-0033 03-3954-0185

34 イオンマーケット 　 154-0024 03-5432-5251

35 イオンマーケット 152-0035 03-3718-9761

32 イオンマーケット 　 107-0062 03-6415-3051

33 イオンマーケット 　 154-0014 03-5450-8011

31 イオンリテール㈱ ｲｵﾝｽﾀｲﾙ板橋前野町店 金岩　聖也 174-0063 03-5916-8080

30 イオンリテール㈱ イオン　多摩平の森店 鈴木　栄一 191-0062 042-514-1050

29 イオンリテール㈱ イオン　西新井店 鈴木　範太郎 121-0816 03-3852-2121

28 イオンリテール㈱ イオン　日の出店 鈴木　成人 190-0182 042-588-8777

27 イオンリテール㈱ イオン東久留米店 松下　義紀 203-0023 042-460-7300

26 イオンリテール㈱ イオン南砂町スナモ店 栃原　健二 136-0075 03-5677-0511

25 イオンリテール㈱ イオン板橋店 山本　智之 175-0083 03-5398-3131

24 イオンリテール㈱ イオン　武蔵村山店 森　孝平 208-0022 042-516-0300

23 イオンリテール㈱ イオン　東雲店 大高　嘉信 135-0062 03-6221-3400

22 イオンリテール㈱ イオン　葛西店 長澤　祐二 134-0088 03-3675-5111

21 イオンリテール㈱ イオン　御嶽山駅前店 南谷　映伸 145-0073 03-3727-4000

20 イオンリテール㈱ イオン　南砂店 野崎　進之助 136-0076 03-5677-3500

19 イオンリテール㈱ イオン品川シーサイド店 佐藤　正仁 140-0002 03-5715-8300

18 （株）EBE ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　アガ 金　銀美 107-0052 03-3589-2773

17 アンデス食品（株） 日研フードサービス（株） 武井　群 192-0906 042-645-6322

16 アンデス食品（株） 深大寺店 恒川　基 182-0017 042-483-2911

15 アンデス食品（株） 東久留米店 山田 和也 203-0043 042-475-5519

14 （株）アマイ 肉のアマイ 田中 136-0082 03-3521-4741

13 ㈱アブアブ赤札堂 池袋店 　 171-0014 03-3980-6331

12 ㈱アブアブ赤札堂 清澄店 　 135-0021 03-5639-1781

11 ㈱アブアブ赤札堂 根津店 　 113-0031 03-3822-3101

10 ㈱アブアブ赤札堂 町屋店 　 116-0002 03-3895-2181

9 ㈱アブアブ赤札堂 砂町店 　 136-0073 03-3646-7131

8 ㈱アブアブ赤札堂 堀切店 　 124-0006 03-3693-5161

7 ㈲あづみ あづみ 鹿熊　勝治 193-0827 042-662-6889

6 ㈲味の昌久 そば処　味の昌久 川口　裕子 193-0826 042-662-6888

5 (有)あさぬま商店 スーパーあさぬま 大山　博司 100-1401 04996-2-3113

4 アサヒ アサヒ 大山　博司 189-0011 042-394-5506

3 （有）アサノミート アサノミート 浅野　功 142-0041 03-3784-5001

2 （株）アクセレール KEISUKEMATUSHIMA 今橋　英明 150-0001 03-5772-2151

1 アーバンリゾーツ昭和の森 フォレストイン昭和館 平木　章三 196-8601 042-542-1253



番号 会 社 名 店 名 代 表 者 名 販売担当者名 住所 （屋号) 郵便番号 電話番号 番号 会 社 名 店 名 代 表 者 名 販売担当者名 住所 （屋号) 郵便番号 電話番号

代表取締役　社長 東京都東大和市桜ヶ丘 代表取締役　専務 東京都福生市加美平

亀井　淳 2-142-1 佐藤　和義 1-13-11

代表取締役　社長 東京都昭島市松原町 代表取締役　専務 東京都西多摩郡瑞穂町

亀井　淳 3-2-12 佐藤　和義 箱根ヶ崎215-15

代表取締役　社長 東京都武蔵野市境南町 代表取締役　社長 東京都武蔵村山市

亀井　淳 2-2-20 柴田　正彦 本町2-110-7

代表取締役　社長 東京都杉並区阿佐谷北 代表取締役　社長 東京都多摩市

亀井　淳 ２－１３－２ 益子　政隆 永山1-8-17

代表取締役　社長 東京都杉並区 ㈱京王プラザホテル 代表取締役　社長 東京都新宿区西新宿

亀井　淳 宮前２－１－１６ 新宿本店 志村　康洋 　2-2-1

代表取締役　社長 東京都葛飾区 ㈱京王プラザホテル 代表取締役　社長 東京都多摩市落合

亀井　淳 亀有3-49-3 多摩事業部 志村　康洋 1-43

代表取締役　社長 東京都多摩市落合 ㈱京王プラザホテル 代表取締役　社長 東京都八王子市旭町

亀井　淳 1-44 八王子事業所・南園 志村　康洋 　14-1

代表取締役　社長 東京都千代田区 代表取締役　社長 精肉チーフ 東京都新宿区箪笥町

内野　誠一 九段南4-2-5 川瀬　明伸 中澤　昭浩 　11-1

代表取締役　社長 東京都新宿区歌舞伎町 代表取締役　社長 精肉チーフ 東京都多摩市関戸

渡邉　裕之 2-26-1永和第1ﾋﾞﾙ1Ｆ 川瀬　明伸 宮田　伸也 　1-11-1

代表取締役　社長 東京都北区 代表取締役　社長 精肉チーフ 東京都杉並区永福

坂場　正康 王子本町1-21-4 川瀬　明伸 竹内　直人 2-60-31

代表取締役　社長 東京都千代田区丸の内 代表取締役　社長 精肉チーフ 東京都三鷹市野崎

三國　清三 2-6-1 川瀬　明伸 冨田　秀樹 　3-5-31

代表取締役　社長 東京都中央区築地４－１４－１ 代表取締役　社長 精肉チーフ 東京都狛江市駒井

寺出　昌弘 川瀬　明伸 斎藤　孝彦 　1-7-1

㈱大多摩ハム 代表取締役　社長 東京都福生市福生 代表取締役　社長 精肉チーフ 東京都世田谷区桜上水

小林商会 小林　和人 785 川瀬　明伸 厚海　雄樹 5-29-52

㈱大多摩ハム 高島屋立川店 代表取締役　社長 東京都立川市曙町 代表取締役　社長 精肉チーフ 東京都中野区東中野

小林商会 大多摩ハム売場 小林　和人 2-39-3-Ｂ1 川瀬　明伸 安藤慎吾 5-1-1

代表取締役　社長 東京都青梅市 代表取締役　社長 精肉チーフ 東京都杉並区宮前

永井　捷三 東青梅2-11-12 川瀬　明伸 小杉　剛巳 ５－１５－２１

代表取締役　社長 東京都世田谷区 代表取締役　社長 精肉チーフ 東京都武蔵野市

小澤　聰 駒沢3-18-3 川瀬　明伸 佐藤　裕二 中町１－１２－１０

代表取締役　社長 東京都世田谷区 代表取締役　社長 精肉チーフ 東京都調布市下石原

小澤　聰 駒沢3-18-２ 川瀬　明伸 佐藤　大二郎 3-11-1

代表取締役　社長 東京都青梅市 代表取締役　社長 精肉チーフ 東京都立川市柴崎町

星野喜久次 友田町4-210-7 川瀬　明伸 矢野倉　龍次 3-18-19

代表取締役　社長 東京都西多摩郡瑞穂町 代表取締役　社長 精肉チーフ 東京都武蔵野市緑町

金沢　良樹 大字箱根ヶ崎１３４７－１ 川瀬　明伸 松木　慎司 1-3-15

代表取締役　社長 東京都目黒区下目黒 代表取締役　社長 精肉チーフ 東京都練馬区貫井

藤森　太郎 　5-3-12 川瀬　明伸 笠原　和雄 3-7-5

代表取締役　社長 東京都国分寺市南町 代表取締役　社長 東京都多摩市関戸

赤塚　保正 3-20-3 林　静男 1-10-1

代表取締役　社長 東京都足立区千住3-92 代表取締役　社長 東京都小金井市貫井

赤塚　保正 北千住マルイB1 島崎　勝弘 北町２－１９－６

代表取締役　社長 東京都墨田区東向島 代表取締役　社長 東京都千代田区神田

片山　幸治 4-2-6 伊藤　真啓 小川町２－１０－１３

代表取締役　社長 東京都足立区 代表取締役　社長 新宿区高田馬場

田中　章一 千住旭町26-14 山田　和彦 3-24-3　1F

代表取締役　社長 東京都板橋区 代表取締役　社長 東京都中央区晴海２－５－２４

田中　章一 弥生町35-6 竹内　修一 晴海センタービル

代表取締役　 東京都墨田区 代表取締役　社長 東京都日野市多摩平

三輪　一貴 吾妻橋3-7-17 長谷川　徹 6-20-1

代表取締役　社長 東京都昭島市 代表取締役　社長 東京都目黒区自由ヶ丘

東　由雄 松原町5-18-5 杉本　英雄 １－１１－１

代表取締役　社長 東京都八王子市 代表取締役　社長 東京都千代田区

宮崎　裕樹 打越町2014-6 杉本　英雄 外神田６－１４－７

紀ノ国屋 代表取締役　社長 東京都港区青山 さくらコマース 代表取締役　社長 東京都府中市宮町

インターナショナル店 桑原　健 ３－１１－７ さくら市場館 全　尚烈 1-41-1ﾌｫｰﾘｽB1

代表取締役　社長 精肉課長 東京都武蔵野市吉祥寺 さくらコマース 代表取締役　社長 府中市白糸台

桑原　健 小林 本町３－７－３ 車返店 全　尚烈 5-28-4

代表取締役　社長 精肉課長 東京都国立市中 WonderfulNatureVillage 代表取締役　社長 東京都あきるの市

桑原　健 星野　敏明 １－１６－１ BBQ場 井上　博 上代継白岩600

代表取締役　社長 取締役部長 東京都世田谷区等々力 代表取締役　社長 東京都八王子市滝山町

桑原　健 小林　土屋 ７－１８－１ 澤井　保人 1-592-2

代表取締役　社長 東京都八王子市 代表取締役　社長 東京都港区愛宕１－５－３

宮下　厚志 越野3-10 西野　麻美 愛宕神社境内

042-691-1206

126 （株）サンティール レストラン　T 多田　宏 105-0002 03-5777-5557

124 ㈱東京ｻﾏｰﾗﾝﾄﾞ 山下　松男 197-0832 042-558-5861

125 澤井農場 道の駅　八王子滝山内 澤井　保人 192-0002

122 ㈱さくらコマース 大倉　賢一 183-0023 042-364-1818

123 ㈱さくらコマース 関田剛士 183-0011 042-363-4191

121 （株）さかい 焼肉　ほまれ 真弓　陽平 101-0021 03-3836-8929

120 （株）さかい 焼肉酒楽　誉 真弓　陽平 152-0035 03-5731-1086

119 （株）さえき さえき多摩平の森 森田　康弘 191-0062 042-943-4051

118 サークルKサンクス 「サークルK」「サンクス」 竹内　学 104-8538 03-6220-9105

117 KONAKAZU KONAKAZU 山田和彦 169-0075 03-3367-2051

116 （株）五ノ神製作所 らーめんいつ樹 伊藤　真啓 198-0024 0428-34-9144

115 慶徳ミート（株） 慶徳ミート（株） 鈴木　博 184-0015 042-385-2981

114 ㈱京王百貨店 京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店7階催場 内山　啓介 160-8321 03-3342-2111

112 ㈱京王ストア 京王ストア　むさしの店 180-0012 0422-51-5353

113 ㈱京王ストア 京王ストア　富士見台店 176-0021 03-3577-9951

110 ㈱京王ストア キッチンコート西調布店 182-0034 042-442-3818

111 ㈱京王ストア キッチンコー立川店 190-0023 042-540-1131

108 ㈱京王ストア キッチンコート久我山 168-0081 03-3332-1501

109 ㈱京王ストア キッチンコート三鷹店 180-0006 0422-50-5061

106 ㈱京王ストア キッチンコート　桜上水店 156-0045 03-3303-0483

107 ㈱京王ストア キッチンコート　東中野店 164-0003 03-5348-2201

104 ㈱京王ストア 京王ストア　野崎店 181-0014 0422-32-6911

105 ㈱京王ストア 京王ストア　駒井店 201-0016 03-5497-0441

102 ㈱京王ストア 京王ストア　桜ヶ丘店 206-0011 042-337-2511

103 ㈱京王ストア キッチンコート　永福町店 168-0064 03-3323-7281

100 ㈱京王プラザホテル 192-0083 042-656-3111

101 ㈱京王ストア キッチンコート　神楽坂店 162-0833 03-5206-7228

98 ㈱京王プラザホテル 160-8330 03-3344-0111

99 ㈱京王プラザホテル 206-0033 042-374-0111

97 ㈲元禄 そば酒房　はなわ 益子　政隆 206-0025 042-338-6261

96 元六 元六 柴田　正彦 208-0004 042-560-8304

95 ㈱くら蔵 くら蔵瑞穂店 　 190-1221 042-556-0003

94 ㈱くら蔵 くら蔵福生本店 　 197-0012 042-530-0008

93 ㈲車家 手打ちそば車家 宮下　厚志 192-0361 042-676-9505

91 （株）紀ノ国屋 紀ノ国屋　国立店 186-0004 0425-75-1111

92 （株）紀ノ国屋 紀ノ国屋　等々力店 170-0061 03-3704-7515

89 （株）紀ノ国屋 管チーフ 158-0082 03-3409-1231

90 （株）紀ノ国屋 紀ノ国屋　吉祥寺店 180-0004 0422-21-7779

88 (有)北野　増田家 北野　増田家 宮崎　裕樹 192-0911 042-635-0881

87 きそばあずま家 石臼挽き二八そばあずま家 東　由雄 196-0003 042-541-1073

86 カズインターナショナル(有) 割烹とんぼ 深沢 130-0001 03-3624-0751

85 (有)　上沢屋 スーパーＴＡＮＡＫＡ中板橋店 加藤　俊夫 173-0021 03-6909-4545

84 (有)　上沢屋 スーパーＴＡＮＡＫＡ旭町本店 田中　勝則 120-0026 03-3881-6641

83 (有)片山商店 レストラン　カタヤマ 片山　幸治 131-0032 03-3610-1500

82 （株）柿安本店 北千住マルイ精肉店 黒木　憲二郎 120-8501 03-5284-3566

81 （株）柿安本店 丸井国分寺精肉店 松村　憲二郎 185-8562 042-359-7323

80 ㈱亀谷商会 レッカービッセン 島屋　忠次 153-0064 03-5722-8686

79 （株）Olympic Olympic瑞穂店 片山　洋一 190-1221 042-556-6661

78 おそば星野友田店 おそば星野友田店 星野喜久次 198-0051 0428-24-8118

77 オザワ 韓　々 小澤　春城 198-0044 0428-22-1824

76 オザワ 五大 小澤　春城 198-0043 0428-22-1823

75 大むら 大むら 永井　捷三 198-0042 0428-22-1822

73 シュトーベン・オータマ 菊池　秀行 197-8601 042-551-1325

74 川内恵太郎 190-8507 042-525-2111

72 （株）近江屋牛肉店 （株）近江屋牛肉店 寺出　昌弘 104-0045 03-3541-7398

71 M＆H（株） ミクニ・丸の内 椛田　裕之 100-6902 03-5220-3921

70 越後屋 越後屋 坂場　正康 114-0022 03-3900-5904

69 永和商事㈱ いけす無門 野島　誠司 160-0021 03-5272-1200

68 ㈱内野商店 ミートショップ　うちの 内野　誠一 102-0074 03-3261-2918

67 ㈱イトーヨーカ堂 多摩センター店 田中　耕司 206-0033 042-374-6111

66 ㈱イトーヨーカ堂 アリオ亀有店 中村　昭一 125-0061 03-3838-5111

65 ㈱イトーヨーカ堂 高井戸店 中村　和美 168-0081 03-3331-1311

64 ㈱イトーヨーカ堂 阿佐谷店 堀越　勝巳 166-0001 03-3330-1211

63 ㈱イトーヨーカ堂 武蔵境店 佐々木　孝 180-0023 0422-31-2111

62 ㈱イトーヨーカ堂 拝島店 飯田　祥二 196-0003 042-543-5511

61 ㈱イトーヨーカ堂 東大和店 土田　英樹 207-0022 042-562-5111
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ザ・ガーデン 代表取締役　社長 東京都目黒区自由ヶ丘 最高責任者（CEO) 東京都板橋区成増

自由ヶ丘店 藤森　敏和 2-23-1 上垣内　猛 　3-11-3

代表 東京都国分寺市光町 最高責任者（CEO) 東京都杉並区西荻南

村上　理志 1-39-21 上垣内　猛 3-25-27

代表取締役　社長 東京都八王子市 最高責任者（CEO) 東京都練馬区練馬

草野　秀雄 滝山町１－５９２ 上垣内　猛 　1-3-10

代表取締役　社長 東京都中央区 最高責任者（CEO) 東京都小平市花小金井

戸張　敦仁 日本橋１－２－１７ 上垣内　猛 　1-2-23

代表取締役　社長 東京都新宿区 最高責任者（CEO) 東京都杉並区浜田山

徳原　保 歌舞伎町２－２８－１３ 上垣内　猛 3-29-6

代表取締役　社長 東京都八王子市 最高責任者（CEO) 東京都西東京市住吉町

徳原　保 宇津木町８８９ 上垣内　猛 　3-9-8

代表取締役　社長 東京都港区新橋 最高責任者（CEO) 東京都福生市東町５－１

呉　祥慶 2-4-2 上垣内　猛

代表取締役　社長 東京都立川市 最高責任者（CEO) 東京都西多摩郡瑞穂町

土方　利光 幸区5-53-1 上垣内　猛 大字高根623

代表取締役　社長 東京都三鷹市 最高責任者（CEO) 東京都練馬区東大泉

桑名　重行 新川6-36-31 上垣内　猛 　2-10-11

代表取締役　社長 東京都調布市 最高責任者（CEO) 東京都墨田区江東橋

鈴木　輝雄 布田３－１９－８ 上垣内　猛 　4-27-14

代表取締役　社長 東京都西多摩郡 最高責任者（CEO) 東京都西東京市田無町

鈴木　賢一 奥多摩町氷川199-7 上垣内　猛 　2-1-1

代表取締役　社長 東京都世田谷区瀬田 最高責任者（CEO) 東京都練馬区光が丘

後藤　篤紀 1-20-19 上垣内　猛 　5-1-1

代表取締役　社長 東京都青梅市 最高責任者（CEO) 東京都台東区浅草

田中　義雄 藤橋2-531-3 上垣内　猛 　1-25-1

代表取締役　社長 東京都文京区春日 最高責任者（CEO) 東京都三鷹市牟礼

原　昭彦 1-1-1東京ﾄﾞｰﾑｼﾃｨｰﾗｸｰｱ1階 上垣内　猛 　6-8-12

代表取締役　社長 東京都品川区大井 最高責任者（CEO) 東京都板橋区坂下

原　昭彦 1-2-1ｱﾄﾚ大井町1階 上垣内　猛 2-23-1

代表取締役　社長 東京都世田谷区成城 最高責任者（CEO) 東京都調布市入間町

原　昭彦 6-11-4 上垣内　猛 1-29－11

最高責任者（CEO) 東京都国立市中 最高責任者（CEO) 東京都品川区東大井

上垣内　猛 1-9-30 上垣内　猛 5-18-1

最高責任者（CEO) 東京都豊島区東池袋 最高責任者（CEO) 東京都練馬区桜台

上垣内　猛 4-27-10 上垣内　猛 1-10-1

最高責任者（CEO) 東京都北区赤羽 最高責任者（CEO) 東京都多摩市永山

上垣内　猛 2-1-１ 上垣内　猛 1-4

最高責任者（CEO) 東京都杉並区阿佐ヶ谷北 代表取締役　社長 東京都新宿区西新宿

上垣内　猛 　1-5-6 幸島　武 　2-8-1　都庁第一本庁舎32階南側

最高責任者（CEO) 東京都足立区青井 代表取締役　社長 東京都八王子市三崎町

上垣内　猛 　3-1-1 山内　清 5-23　2F

最高責任者（CEO) 東京都品川区南大井 代表取締役　社長 東京都目黒区自由ヶ丘

上垣内　猛 6-27-25 村上　正裕 　1-6-9

最高責任者（CEO) 東京都杉並区上荻 代表取締役　社長 東京都武蔵野市吉祥寺本町

上垣内　猛 　1-9-1 村上　正裕 2-3-1

最高責任者（CEO) 東京都青梅市河辺町 代表取締役　社長 東京都渋谷区渋谷

上垣内　猛 　10-9-1 村上　正裕 　2-24-1

最高責任者（CEO) 東京都足立区東和 代表取締役　社長 東京都渋谷区道玄坂

上垣内　猛 　5-12-13 村上　正裕 2-24-1

最高責任者（CEO) 東京都武蔵野市吉祥寺本町 代表取締役　社長 東京都調布市小島町

上垣内　猛 　1-12-10 村上　正裕 2-52-1

最高責任者（CEO) 東京都世田谷区駒沢 代表取締役　社長 東京都目黒区中根

上垣内　猛 4-18-11 村上　正裕 1-4-3

最高責任者（CEO) 東京都世田谷区太子堂 代表取締役　社長 東京都葛飾区東金町

上垣内　猛 　4-24-8 村上　正裕 1-36

最高責任者（CEO) 東京都杉並区下井草 代表取締役　社長 東京都渋谷区渋谷

上垣内　猛 　2-41-8 村上　正裕 2-24-1-Ｂ1

最高責任者（CEO) 東京都清瀬市元町 代表取締役　社長 東京都世田谷区渋谷

上垣内　猛 　1-4-5 村上　正裕 2-21-11

最高責任者（CEO) 東京都豊島区巣鴨 代表取締役　社長 東京都立川市曙

上垣内　猛 　2-6-1 村上　正裕 2-1-1

最高責任者（CEO) 東京都調布市仙川 代表取締役　社長 東京都品川区東五反田

上垣内　猛 　1-11-8 村上　正裕 2-1-2

最高責任者（CEO) 東京都練馬区高野台 代表取締役　社長 東京都世田谷区玉川

上垣内　猛 　1-20-1 村上　正裕 2-21-10
192 ㈱セントラルフーズ 精肉あずま二子玉川東急ﾌｰﾄﾞｼｮｰ 中川　正樹 158-0096 03-3707-1153

191 ㈱セントラルフーズ 五反田東急ストア 池田　博幸 141-0022 03-3447-0109

190 ㈱セントラルフーズ ルミネ立川精肉あずま店 佐藤　総 190-0012 042-595-8684

189 ㈱セントラルフーズ 精肉あづまヒカリエシンクス店 山本　雅人 150-8509 03-6434-1523

188 ㈱セントラルフーズ 東急百貨店　東横店西館ﾌｰﾄﾞｼｮｰ 荷宮　智昭 150-0002 03-3477-4318

187 ㈱セントラルフーズ 金町とうきゅう 佐川　進 125-0042 03-3608-1125

186 ㈱セントラルフーズ 都立大学東急ストア 森　重巳 152-0031 03-3725-7682

185 ㈱セントラルフーズ 調布とうきゅう店 笹生　和義 182-0026 0424-83-0991

184 ㈱セントラルフーズ 東急百貨店　本店　精肉「あずま」 横坂　康雄 153-0043 03-3477-3563

183 ㈱セントラルフーズ 東急百貨店　東横のれん街 堤　雅也 150-0002 03-3477-4343

182 ㈱セントラルフーズ 東急百貨店　吉祥寺店 佐野　靖治 180-0004 0422-22-7046

181 ㈱セントラルフーズ 自由ヶ丘とうきゅう店 近藤　知巳 152-0035 03-3725-9920

180 雪月花 雪月花 小川　正義 192-0084 042-655-2084

179 西洋フードコンパスグループ㈱ 東京都庁店 内田　育昭 163-8001 03-5320-7510

178 （合）西友 　永山店 206-0025 042-371-1221

177 （合）西友 　桜台店 176-0002 03-3992-3680

176 （合）西友 西友　大井町店 140-0001 03-5461-3220

175 （合）西友 調布入間町店 182-0004 03-3000-1511

174 （合）西友 蓮根坂下店 174-0043 03-5916-0155

173 （合）西友 西友　三鷹牟礼店 181-0002 0422-72-3511

172 （合）西友 浅草ＲＯＸ食品館 111-0032 03-3836-7888

171 （合）西友 LIVIN光が丘店 179-0072 03-3976-8111

170 （合）西友 LIVIN　田無店 188-0011 042-466-1511

169 （合）西友 LIVIN　錦糸町店 130-0022 03-3846-0111

168 （合）西友 LIVIN　OZ大泉店 178-0063 03-3978-4111

167 （合）西友 THEMALLみずほ16店 190-1203 042-556-0016

166 （合）西友 福生店 197-0021 042-552-5111

165 （合）西友 ひばりヶ丘店 202-0005 042-423-6111

164 （合）西友 　浜田山店 168-0065 03-3304-4491

163 （合）西友 　花小金井店 187-0002 042-462-2121

162 （合）西友 練馬店 176-0001 03-3991-3091

161 （合）西友 西荻窪店 167-0053 03-3394-6211

160 （合）西友 　成増店 175-0094 03-5998-6111

159 （合）西友 　高野台店 177-0033 03-5393-7481

158 （合）西友 　仙川店 182-0002 03-3309-0111

157 （合）西友 　巣鴨店 170-0002 03-3917-7121

156 （合）西友 　清瀬店 204-0021 042-495-9500

155 （合）西友 　下井草店 167-0022 03-3396-0521

154 （合）西友 　三軒茶屋店 154-0004 03-3413-1111

153 （合）西友 　駒沢店 154-0012 03-3410-5211

152 （合）西友 　吉祥寺店 180-0004 0422-21-1311

151 （合）西友 　北綾瀬店 120-0003 03-5697-2201

150 （合）西友 　河辺店 198-0036 0428-24-6711

149 （合）西友 　荻窪店 167-0043 03-3393-1151

148 （合）西友 　大森店 140-0013 03-3768-1211

147 （合）西友 　青井店 120-0012 03-3887-5021

146 （合）西友 　阿佐ヶ谷店 166-0001 03-3337-0111

145 （合）西友 　赤羽店 115-0045 03-3902-0111

144 （合）西友 サンシャイン西友店 170-0013 03-3989-4300

143 （合）西友 　国立店 186-0004 042-576-2401

142 ㈱成城石井 成城店 村田　英則 157-0066 03-3482-0111

141 ㈱成城石井 アトレ大井町店 増島　淳彦 140-0014 03-3774-8855

140 ㈱成城石井 東京ドームラクーア店 巻田　陽介 112-0003 03-5805-0032

139 静蕎庵 静蕎庵 田中　義雄 198-0022 0428-31-9887

138 ｽﾃｰｷﾊｳｽテンガロンハット ｽﾃｰｷﾊｳｽテンガロンハット 後藤　篤紀 158-0095 03-3709-0126

137 ㈲寿々喜家 寿々喜家 鈴木　陽二 198-0212 0428-83-2401

136 （有）炭火焼肉大輝苑 わいわい焼肉だいきえん 鈴木　輝雄 182-0024 042-480-8929

135 砂場本店 砂場本店 桑名　重行 181-0004 0422-46-4325

134 甚五郎 甚五郎 土方　利光 190-0002 042-537-0956

133 ㈱新橋亭 新橋亭　新館 持田 105-0004 03-3580-2211

132 （有）眞一館 眞一館　宇津木亭 伊藤　祐吉 192-0024 042-692-0112

131 （有）眞一館 眞一館 白　秦碩 160-0021 03-3209-8426

130 （株）小洞天 中国料理　小洞天 松田　季章 103-0027 03-5733-4488

042-580-1026

129 （株）秀穂 やさいの食卓　八農菜 松尾　好鉱 192-0011 042-691-8083

127 ㈱シェルガーデン 淵辺　正明 152-0035 03-3717-6562

128 シェル　ドゥ　リヨン Ｃｉｅｌ　ｄｅ　Ｌｙｏｎ 村上　理志 185-0034
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代表取締役　社長 東京都目黒区鷹番 代表取締役　社長 東京都千代田区丸の内1-6-4

村上　正裕 3-1-11 石倉　悠吉 丸の内オアゾ5Ｆ

代表取締役　社長 東京都目黒区鷹番 代表取締役　社長 東京都品川区北品川5-5-15

村上　正裕 3-1-12 石倉　悠吉 大崎ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｱ1Ｆ

代表取締役　社長 東京都目黒区鷹番 代表取締役　社長 東京都千代田区千駄ヶ谷5-24-2

村上　正裕 3-1-13 石倉　悠吉 ﾀｶｼﾏﾔﾀｲﾑｽﾞｽｸｴｱ13Ｆ

代表取締役　社長 東京都昭島市 代表取締役　社長 世田谷区玉川3-17-1

陰山　高司 東町4-17-5 石倉　悠吉 玉川高島屋SC内

代表取締役　社長 東京都青梅市 代表取締役　社長 東京都港区高輪

須崎　誠一 和田町2-419-7 石倉　悠吉 4-10-26

代表取締役　社長 東京都青梅市 代表取締役　社長 東京都港区港南2-18-1

榎戸　明 裏宿町629 石倉　悠吉 アトレ品川　4F

代表取締役　社長 東京都西多摩郡 代表取締役　社長 東京都千代田区丸の内

佐山　訓久 瑞穂町むさし野2-24-26 石倉　悠吉 1-9-1　大丸東京12F

代表取締役　社長 千代田区西神田 代表取締役　社長 東京都中央区銀座5-8-20

木村　一輝 2-1-13 石倉　悠吉 銀座コア　B1F

店長 東京都港区赤坂 代表取締役　社長 東京都渋谷区道玄坂1-12-3

杉本　康之 4-1-27 石倉　悠吉 渋谷ﾏｰｸｼﾃｨﾚｽﾄﾗﾝｱﾍﾞﾆｭｰ4F

代表取締役　社長 東京都青梅市 代表取締役　社長 東京都台東区上野7-1-1

築茂　明 野上町3-23 石倉　悠吉 ｱﾄﾚ上野ﾚﾄﾛ館　2F

代表取締役　社長 東京都八王子市 代表取締役　社長 東京都杉並区上荻1-7-1

長岡　真二 元本郷町3-17-15 石倉　悠吉 ルミネ荻窪5F

代表取締役　社長 東京都福生市 代表取締役　社長 東京都新宿区西新宿1-1-5

細川　彬 牛浜60 石倉　悠吉 ルミネ新宿1-7F

代表取締役　社長 東京都青梅市 代表取締役　社長 東京都墨田区錦糸1-2-47

福田　重蔵 上町329 石倉　悠吉 錦糸町ﾃﾙﾐﾅ2内

代表取締役　社長 東京都中央区月島 代表取締役　社長 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5

宇田川　浩紀 3-14-7 石倉　悠吉 アトレ恵比寿6F

代表取締役社長 東京都目黒区碑文谷 代表取締役　社長 東京都豊島区西池袋1-11-1

近澤　靖英 4-1-1 石倉　悠吉 ルミネ池袋8F

代表取締役社長 東京都板橋区蓮根 代表取締役　社長 東京都港区

近澤　靖英 3-8-12 横川　正紀 港南2-18-1

代表取締役社長 東京都板橋区成増 代表取締役　社長 東京都府中市

近澤　靖英 2-21-2 石川　一郎 美好町1-14-3

代表取締役社長 東京都武蔵村山市伊奈平 代表取締役　社長 東京都板橋区

近澤　靖英 3-36-1 　吉野　裕哉 高島平3-10-1

代表取締役社長 東京都江東区大島 代表取締役　社長 東京都青梅市梅郷

近澤　靖英 4-6-1 渡邊基男 6-1596

代表取締役社長 東京都北区赤羽 代表取締役　社長 東京都青梅市

近澤　靖英 2-5-7 太田　和彦 御岳本町266

代表取締役社長 東京都小平市小川東町 代表取締役　社長 東京都立川市

近澤　靖英 2-12-1 新井浩二 錦町1-3-3大野ビル2F

代表取締役　社長 東京都国立市 代表取締役　社長 東京都立川市

北島　誠 谷保5019 新井浩二 曙町2-12-15

代表取締役　社長 東京都品川区 取締役　社長 東京都町田市原町田

竹内　裕嗣 東品川3-2-16 須田　清 　6-9-7

代表取締役　社長 東京都品川区 取締役　社長 東京都大田区田園調布

高木　實 上大崎2-16-9 須田　清 2-26-20

代表取締役　社長 東京都八王子市旭町 取締役　社長 東京都墨田区太平

高木　實 1-1　B1 須田　清 4-1-5

代表取締役　社長 東京都世田谷区 取締役　社長 東京都町田市鶴間

高木　實 南烏山4-12-7 須田　清 　3-3-2

代表取締役　社長 東京都あきるの市秋川 取締役　社長 東京都大田区大森北

高木　實 1-17-1あきるのとうきゅう1F 須田　清 　1-6-16

代表取締役　社長 東京都青梅市 取締役　社長 東京都目黒区大岡山

宮野　智 住江町55 須田　清 　2-10-1

代表取締役　社長 東京都福生市 取締役　社長 東京都品川区上大崎

田村　幸司 加美平1-14-4 須田　清 2-1-1

代表取締役　社長 東京都豊島区東池袋 取締役　社長 東京都目黒区上目黒

熊谷　幹樹 ２－４５－７エコービル１A 須田　清 2-1-1

代表取締役　社長 東京都町田市小山田桜台 取締役　社長 東京都港区赤坂

薄井　博之 1-20 須田　清 9-7-4

代表取締役　社長 東京都青梅市 取締役　社長 東京都青梅市河辺町

築茂　豊 新町5-45-2 須田　清 10-7-1

代表取締役　社長 東京都中央区銀座 取締役　社長 東京都港区白金台

石倉　悠吉 1-2-1　1F 須田　清 ３-１５-５
258 ㈱東急ストア 白金台東急ストア店 森安　渉 108-0071 03-5739-0109

257 ㈱東急ストア 河辺とうきゅう 町野　和則 198-0036 0428-20-0109

256 ㈱東急ストア プレッセプレミアム東京ミッドタウン 矢崎　智章 107-0052 03-5413-5109

255 ㈱東急ストア プレッセ中目黒店 春山　賢志 153-0051 03-5768-0109

254 ㈱東急ストア プレッセ目黒店 広瀬　一彦 141-0021 03-5435-1109

253 ㈱東急ストア 大岡山東急ストア 内田　慎一 152-0033 03-3720-0109

252 ㈱東急ストア 大森　とうきゅう 田村　慶 143-0016 03-3764-1191

251 ㈱東急ストア 南町田東急ストア店 寺沢　彰徳 194-0004 042-７96-0109

250 ㈱東急ストア 錦糸町東急ストア 村田　明 130-0012 03-5637-0109

249 ㈱東急ストア プレッセ　田園調布店 中川　寛之 194-0013 03-5483-3109

248 ㈱東急ストア 東急ストア町田店 有福　佳惠 145-0071 03-5483-3109

247 ㈱TAIL BRUT　肉ビストロ 森田 190-0012 042-528-6023

246 ㈱TAIL ラ・クローヌ 川添　樹　 190-0022 042-595-8019

245 ㈱手打ちそば　ごろう ㈱手打ちそば　ごろう 太田　和彦 198-0173 0428-74-9419

244 ㈱手打ちそば梅の内 梅の内 渡邊　基男 198-0063 0428-76-2358

243 ㈱手打ちそば石挽 手打ちそば　石挽 吉野　裕哉 175-0082 03-5997-2085

242 ㈱手打ちそばいし川 手打ちそば　いし川 石川　慎吾 183-0045 042-361-7961

241 ㈱ﾃﾞｨｰﾝ＆ﾃﾞﾙｰｶ ﾃﾞｨｰﾝ＆ﾃﾞﾙｰｶ品川店 梅村　雅俊 108-0075 03-6717-0935

240 ㈱つばめ つばめグリル　ルミネ池袋店 縈福　貴史 171-0021 03-5954-8278

239 ㈱つばめ つばめグリル　ｱﾄﾚ恵比寿店 石本　正義 150-0022 03-5475-8429

238 ㈱つばめ つばめグリル　錦糸町ﾃﾙﾐﾅ2店 益子　享 130-0013 03-5619-7023

237 ㈱つばめ つばめグリル　ルミネ新宿店 加藤　良太 160-0023 03-3348-4347

236 ㈱つばめ つばめグリル　ルミネ荻窪店 岸　賢太郎 167-0043 03-5826-5810

235 ㈱つばめ つばめグリル　アトレ上野店 前田　賢一 110-0005 03-5826-5809

234 ㈱つばめ つばめグリル　渋谷ﾏｰｸｼﾃｨ店 遠藤　浩 150-0043 03-5428-3403

233 ㈱つばめ つばめグリル　銀座ｺｱ店 遠藤　博 104-0061 03-3569-2701

232 ㈱つばめ つばめグリル　大丸東京店 佐藤　利英 100-6701 03-5221-7421

231 ㈱つばめ つばめKITCHENアトレ品川店 田中　孝司 108-0075 03-6717-0926

230 ㈱つばめ つばめグリル　品川駅前店 武田　瑛之 108-0074 03-3441-0121

229 ㈱つばめ つばめグリル　玉川高島屋sc店 高橋　幸一 158-0094 03-3790-0117

228 ㈱つばめ つばめグリル　ﾀｶｼﾏﾔﾀｲﾑｽﾞｽｸｴｱ店 松田　幸二 151-8580 03-5361-1859

227 ㈱つばめ ＰＬＮＥ＆ＶＩＮＯ大崎ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｱ店 佐藤　圭 141-0001 03-5422-8731

226 ㈱つばめ つばめKITCHEN丸の内店 乙部　清貴 105-0005 03-52527900

225 ㈱つばめ つばめや 藤川　哲也 104-0061 03-3561-3788

224 (有)津久茂 そば處　津久茂 築茂　豊 198-0024 0428-32-1230

223 (有)チェリー 肉のチェリー桜台店 薄井　博之 194-0204 042-797-5584

222 CHINA幹樹 CHINA幹樹 熊谷　幹樹 170-0013 03-5391-2929

221 田村 生そば田村 田村　幸司 197-0012 042-553-4146

220 玉川屋 玉川屋 宮野　智 198-0084 0428-22-2645

219 ㈱タカギフーズ あきる野店 　 197-0204 042-550-0109

218 ㈱タカギフーズ 烏山店 秋元　満琴 157-0062 03-3308-2941

217 ㈱タカギフーズ 肉処たかぎ　八王子店 鈴木　昇二 192-0083 042-655-0029

216 ㈱タカギフーズ アトレ目黒店 小室　洋介 141-0021 03-3474-2930

215 大和食品工業㈱ 本社売店 川崎　真也 140-0002 03-3474-2929

214 大黒屋 大黒屋 北島　誠 186-0011 042-575-2772

213 ㈱ダイエー 小平店 小山　智 187-0031 042-344-6111

212 ㈱ダイエー 赤羽店 清水　卓 136-0073 03-3598-4147

211 ㈱ダイエー 大島店 塚本　純也 136-0072 03-3682-1161

210 ㈱ダイエー 武蔵村山店 西尾　公明 208-0023 042-531-1111

209 ㈱ダイエー 成増店 石岡　昌志 175-0094 03-5997-1147

208 ㈱ダイエー 西台店 三浦　仁 174-0046 03-3965-1751

207 ㈱ダイエー 碑文谷店 福嶋　光博 152-0003 03-3710-1111

206 焼肉ダイアナ 焼肉ダイアナ 清田　修一 104-0052 03-6255-0950

205 大正庵 大正庵 福田　重蔵 198-0081 0428-22-2765

204 そば処　ほそ川 そば処　ほそ川 細川　彬 197-0024 042-551-1722

203 そば処　中清 そば処　中清 長岡　真二 192-0051 042-627-6336

202 そば処つくも そば處　つくも 築茂　明 198-0032 0428-24-5000

201 そば処　桂庵 桂庵　赤坂店 杉本　康之 107-0052 03-3583-0716

200 そば処　桂庵 桂庵　水道橋店 木村　一輝 101-0065 03-3265-1039

199 そば処　えびす家 えびす家 佐山　訓久 190-1214 042-551-3704

198 蕎麦　榎戸 蕎麦　榎戸 榎戸　明 198-0088 042-21-0822

197 そば処　いなりや いなりや 須崎　大輔 198-0062 0408-76-0915

196 そばの里　いろは そばの里　いろは 陰山　高司 196-0033 042-541-0518

195 ㈱セントラルフーズ 祐天寺東急ストア 紅葉谷　陽 152-0052 03-3719-3946

194 ㈱セントラルフーズ 洗足東急ストア 峠　哲治 153-0052 03-3786-8092

193 ㈱セントラルフーズ 学芸大学東急ストア 渡辺　一弘 152-0004 03-3760-5327



番号 会 社 名 店 名 代 表 者 名 販売担当者名 住所 （屋号) 郵便番号 電話番号 番号 会 社 名 店 名 代 表 者 名 販売担当者名 住所 （屋号) 郵便番号 電話番号

手造りハム・ソーセージ 代表取締役　社長 東京都町田市成瀬台 代表取締役　社長 東京都中央区日本橋人形町

独逸屋 山口　昭 　2-2-8 高岡　慎一郎 2-9-12

代表取締役　社長 東京都大田区 代表取締役　社長 東京都豊島区東池袋

赤堀　正俊 羽田空港3-3-2 高岡　慎一郎 1-1-25池袋東武B2

TOKYO X生産組合長 東京都八王子市 代表取締役　社長 東京都中央区日本橋

澤井　保 高月町1080 高岡　慎一郎 2-4-1

TOKYO X生産組合長 東京都港区浜松町 代表取締役　社長 東京都中央区日本橋

藤原　幸弘 2-4-1 高岡　慎一郎 人形町１－１４－５

代表取締役社長 東京都足立区入谷９－２６－１ 料理長 東京都港区西麻布

鈴木　利明 大石　智 　2-24-9

代表取締役　社長 東京都文京区 代表取締役　社長 東京都青梅市

萩原　実 後楽　1-3-61 根岸　利安 勝沼　1-40-4

代表取締役　社長 東京都文京区 代表取締役　社長 東京都東大和市

萩原　実 後楽　1-3-61ミーツポート2Ｆ 松澤　孝 清水４－９４７－３

代表理事組合長 東京都国分寺市恋ヶ窪 代表取締役　 東京都八王子市

田中　信明 4-23-8 佐恕賀　達矢 八日町６－７

代表取締役　社長 東京都国立市 代表取締役　社長 東京都新宿区西新宿2-8-1

森下　栄一 東3-6-13 成瀬　哲也 東京都議会議事堂1F

代表取締役　社長 東京都福生市 代表取締役　社長 東京都八王子市滝山町

原田　隆広 福生866 井上　京子 1-592-2

代表取締役　社長 東京都新宿区新宿 代表取締役　社長 東京都立川市曙町

豐田貴久 3-37-12　3Ｆ 荒牧　幹人 2-40-15

代表取締役　社長 東京都千代田区丸の内2-4-1 代表取締役　社長 東京都町田市中町１－１７－１０

豐田貴久 丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5F 土方　孝

代表取締役　社長 東京都豊島区西池袋 代表取締役　社長 東京都江東区永代

豐田貴久 1-1-25東武百貨店13Ｆ 櫻井　雄司 　2-23-7

代表取締役　社長 東京都千代田区丸の内2-1-1 代表取締役　社長 東京都福生市

豐田貴久 丸の内MYPLAZA　 B2 広瀬　俊雄 志茂　46

代表取締役　社長 東京都立川市曙町 代表取締役　社長 東京都千代田区丸の内1-9-1

大原　孝治 2-18-18 村上　宏通 大丸東京店内B1

代表取締役　社長 東京都西多摩郡奥多摩町 代表取締役　社長 東京都中央区銀座

向山すみ子 川井５４－１ 村上　宏通 3-6-1松屋銀座店内Ｂ2

代表取締役　社長 東京都港区西新橋２－３６－１ 代表取締役　社長 東京都新宿区高田馬場1-28-7

永谷秦次郎 村上　宏通 ピーコック高田馬場店内Ｂ1

東京都八王子市兵衛 代表取締役　社長 東京都台東区浅草花川戸

1-25-5 村上　宏通 1-4-1松屋浅草B1

東京都江東区白河 代表取締役　社長 東京都目黒区自由ヶ丘2-15

1-5-15 村上　宏通 ピーコック自由ヶ丘店内Ｂ1

代表取締役　社長 東京都渋谷区千駄ヶ谷 代表取締役　社長 東京都八王子市高尾町

高岡　慎一郎 　5-24-2 瀧　勝之 2470

代表取締役　社長 東京都日野市 代表取締役　社長 東京都渋谷区

井上　福雄 新町１－５－１０ 中村　悌二 渋谷３－１３－５

代表取締役　社長 東京都中野区新井５－１６－２ 代表取締役　社長 東京都目黒区

西島　武彦 中村　悌二 東山2-1-1

代表取締役　社長 東京都青梅市駒木町 料理長 東京都港区六本木

長門　正貢 3-668-2 村岡一志 7-5-11　２Ｆ

代表取締役　社長 東京都新宿区 代表取締役　社長 東京都墨田区東向島

清水　富士雄 西新宿1-5-1小田急ﾊﾙｸ店内 藤井　勲 3-30-2

代表取締役　社長 東京都墨田区押上1-1-2 代表取締役　社長 東京都町田市

清水　富士雄 ソラマチウエストヤード2Ｆ 藤本　典央 原町田６－１１－１７

代表取締役　社長 東京都大田区蒲田5-13-1 代表取締役　社長 東京都立川市

清水　富士雄 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾕｵ蒲田　東館1Ｆ 藤本　典央 曙町２－２２－５

代表取締役　社長 東京都北区 代表取締役　社長 東京都町田市

清水　富士雄 赤羽1-67-8 藤本　典央 原町田３－９－１

代表取締役　社長 東京都渋谷区道玄坂 代表取締役　社長 東京都福生市

清水　富士雄 1-2-2 加藤　嘉一 福生市本町123

代表取締役　社長 東京都立川市2-1-1 代表取締役　社長 東京都港区芝公園

清水　富士雄 ルミネ立川店内 赤坂　茂好 3-3-1

代表取締役　社長 東京都千代田区丸の内 代表取締役　社長 東京都港区高輪４－１０－３０

櫻井　耕造 1-9-1 赤坂　茂好

代表取締役　社長 東京都港区芝5-34-7 代表取締役　社長 東京都府中市

櫻井　耕造 田町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3F 古田　宏 美好町3-1-25

代表取締役　社長 東京都渋谷区千駄ヶ谷 代表取締役　社長 東京都目黒区上目黒

高岡　慎一郎 　5-24-2 木村　良助 ３－７－８　２F

代表取締役　社長 東京都世田谷区玉川 代表取締役　社長 東京都町田市

高岡　慎一郎 　3-17-1 高橋　一郎 木曽東3-9-41
324 増田屋 木曽　増田屋 高橋　一郎 194-0033 042-722-6842

323 （株）マザームーン ビストロ・マザームーン 生駒　英司 153-0051 03-3711-6855

322 ふるた 手打ちそば　ふるた 古田　宏 183-0045 042-362-7304

321 （株）プリンスホテル 品川プリンスホテル 丸山　強司 108-8611 03-3440-9842

320 （株）プリンスホテル 東京プリンスホテル 石川　勝 105-8560 03-3432-1133

319 (株)　藤屋 江戸そば藤屋 加藤　嘉一 197-0022 042-558-5119

318 （株）藤本商店 やきとり処月忠 松崎　敦 194-0013 042-727-5678

317 （株）藤本商店 やきとり処月忠立川店 松崎　敦 190-0012 042-548-7117

316 （株）藤本商店 くしやき処月とん 松崎　敦 194-0013 042-710-2345

315 （有）藤井商店 藤井商店 藤井　勲 116-8580 03-3614-6711

314 豚組（しゃぶ庵） 豚組（しゃぶ庵） 村岡一志 106-0032 03-5770-4821

313 ㈲フェアグランド ＫＡＮ 吉田　剛 153-0043 03-3792-5282

312 ㈲フェアグランド 並木橋なかむら 川久保　紀夫 150-0002 03-6427-9580

311 ㈲琵琶家 ㈲琵琶家 瀧　勝之 193-0844 042-661-0053

310 ㈱日山 日山　自由ヶ丘 吉田　正 103-0013 03-3666-5257

309 ㈱日山 日山　浅草店 武田　政行 111-0032 03-3847-9529

308 ㈱日山 日山　高田馬場 関　秀之 169-0075 03-5285-4129

307 ㈱日山 日山　銀座店 箕輪　隆 104-0061 03-3535-5229

306 ㈱日山 日山　東京駅 柳　司 100-0005 03-3211-2901

305 日の出屋 日の出屋 広瀬　俊雄 197-0023 042-551-0861

304 ビストロ・シャテール ビストロ・シャテール 櫻井　雄司 135-0034 03-3642-8687

303 （有）土方精肉店 （有）土方精肉店 土方　孝 194-0021 042-722-2335

302 ㈱パレスホテル パレスホテル立川 190-0012 042-527-1111

301 ㈱はちまきや はちまきや 澤井　ちか江 192-0011 042-691-8318

300 ㈱はなまる TOKYO都庁議事堂ﾚｽﾄﾗﾝ 武井　良奈 160-0023 03-3345-8703

299 （株）八王子エルシィ （株）八王子エルシィ 　 192-0071 042-623-2111

298 （有）長谷直商店 はせなおゼーホフ工房 松澤　孝 207-0004 0429-21-5511

297 根岸屋 手打ちうどん　根岸屋 根岸　利安 198-0041 0428-22-3083

296 西麻布　豚組 西麻布　豚組 大石　智 106-0031 03-5466-6775

295 ㈱人形町今半 水天宮駅前店 志賀　洋一 103-0013 03-5652-5045

294 ㈱人形町今半 日本橋高島屋店 久田　茂 103-8265 03-3272-7954

293 ㈱人形町今半 池袋東武店 田中　実 170-0014 03-3988-4954

292 ㈱人形町今半 精肉本店 河埜　生太 103-0013 03-3669-0298

291 ㈱人形町今半 玉川高島屋店 細金　健一 158-0094 03-3709-6951

290 ㈱人形町今半 新宿高島屋店 成田　聖栽 151-0051 03-5361-1352

289 ㈱ニュートキョー ビアレストラン田町センターﾋﾞﾙ 正田　浩 108-0014 03-5232-5896

288 ㈱ニュートキョー ハンバーグワークス 矢田　健太郎 100-0005 03-5222-6129

287 ㈱ニュー･クイック 立川ルミネ店 八巻　安男 190-0012 042-522-1129

286 ㈱ニュー･クイック 渋谷東急プラザ店 植村　暁 150-0043 03-3770-1129

285 ㈱ニュー･クイック 赤羽駅ビル店 井上　勝 115-0045 03-5963-5829

284 ㈱ニュー･クイック グランディオ鎌田店 伊藤　稔彦 144-0052 03-5713-6355

283 ㈱ニュー･クイック 東京ソラマチ店 宮内　潤 131-0045 03-5809-7114

282 ㈱ニュー･クイック 新宿ハルク店 山我　茂樹 160-0023 03-3343-8886

281 日本郵政㈱ かんぽの宿　青梅 荒井　紀雄 198-0053 0428-23-1171

280 （株）西島畜産 ミートプラザニシジマ 吉川　保夫 165-0026 03-3385-0298

279 肉の福井屋 肉の福井屋 井上　通雄 191-0002 042-581-1137

278 生粉打ちそば処さんじ庵 さんじ庵 久田　茂 151-0051 03-5361-1352

042-635-7882

277 ナチュラルフーズ Ｋ．インターナショナルスクール 菊池　光明 菊池　光明 135-0021 03-3642-5268

276 （株）ナッシュインターナショナル 神田嵐山 佐宗　政男 佐宗　政男 192-0918

275 （株）永谷園 （株）永谷園 仲川　徹 105-8448 03-6895-0032

274 合同会社どんぐりんこ どんぐりんこのテラス 向山　義浩 189-0102 0428-74-9515

273 ㈱ドン・キホーテ MEGAドンキホーテ立川店 金原　英雄 190-0012 042-540-6731

272 豐田産業㈱ ちゃんと。丸の内店 中山　新 100-0005 03-6212-8802

271 豐田産業㈱ 橙屋　池袋店 神田　真一 171-8512 03-5957-7057

270 豐田産業㈱ 醍醐味丸の内店 中島　健司郎 100-6305 03-5219-7011

269 豐田産業㈱ 橙屋　新宿店 中島　健司郎 160-0022 03-5362-7173

268 徳寿 徳寿 原田　隆広 197-0011 042-551-0627

267 東里庵 東里庵 森下　栄一 186-0002 042-572-0537

266 東京むさし農業協同組合 国分寺ファーマーズ・マーケット 桜井　努 185-0014 042-324-2115

265 ㈱東京ﾄﾞｰﾑﾎﾃﾙ 東京ドームホテル「バルコ」 斎藤　陽一 112-8575 03-5805-3167

264 ㈱東京ﾄﾞｰﾑﾎﾃﾙ 東京ドームホテル関係者サロン 作佐部　淳二 112-8575 03-3817-6883

263 東京食肉販売（株） グリルダイニングクレセント 田中　茂人 121-0836 03-3896-3839

262 東京會舘 東京會舘 松戸　宏樹 100-0005 03-3215-5117

03-5757-8808

261 TOKYO X生産組合 TOKYO X生産組合 澤井　保 192-0002 0426-91-8251

259 独逸屋 山口　昭 194-0043 042-721-7401

260 東京エアポートレストラン 蔵一、京ぜん 上田　惣三郎 144-0041



番号 会 社 名 店 名 代 表 者 名 販売担当者名 住所 （屋号) 郵便番号 電話番号 番号 会 社 名 店 名 代 表 者 名 販売担当者名 住所 （屋号) 郵便番号 電話番号

代表理事組合長 東京都町田市金森１６９７－２ 代表取締役　社長 東京都練馬区豊玉北

若林　政夫 月城　秀夫 ６－１３－３上野ビル１F

代表理事組合長 東京都町田市忠生３－７－１８ 代表取締役　社長 東京都武蔵野市吉祥寺

若林　政夫 月城　秀夫 本町１－２５

代表取締役　社長 東京都港区高輪 代表取締役　社長 東京都青梅市

上田　真 1-27-37 森谷　一之 東青梅3-9-7

代表取締役　社長 東京都港区港南 代表取締役　社長 東京都中央区月島

上田　真 4-6-7 宇田川　浩紀 3-14-7

代表取締役　社長 東京都大田区鵜の木 代表取締役　 東京都千代田区三崎町

上田　真 ２－１５－３ 木下　彩 1-1-16

代表取締役　社長 東京都新宿区下落合 代表取締役　社長 東京都渋谷区渋谷

飯塚　正男 4-21-18 山口　恵司 2-24-1

代表取締役　社長 東京都福生市武蔵野台 代表取締役　社長 東京都中央区銀座

加藤　裕太郎 1-9-8 山口　恵司 4-6-16-B2F

代表取締役　社長 東京都福生市 代表取締役　社長 東京都豊島区南池袋

松下　邦男 熊川　757 山口　恵司 1-28-1

代表取締役　社長 東京都品川区 代表取締役　社長 東京都豊島区西池袋

木村和俊 五反田2-8-5 山口　恵司 1-1-25

代表取締役　社長 東京都立川市栄町 代表取締役　社長 東京都新宿区西新宿

鈴木　初治 2-58-4 山口　恵司 1-1-3

代表取締役　社長 東京都立川市富士見町 代表取締役　社長 東京都港区高輪3

阿部　昌史 6-65-9 山口　恵司 エキュート品川サウス

代表取締役　社長 東京都立川市柴崎町 代表取締役　社長 東京都台東区上野

阿部　昌史 3-10-4　コラール立川1Ｆ 高橋　新平 5-21-5

代表取締役　社長 東京都西多摩郡奥多摩町 代表取締役　社長 東京都練馬区

川上　起久雄 氷川1414 高山　豊吉 大泉学園町７－１５－１

代表取締役　社長 東京都青梅市 代表取締役　社長 東京都練馬区

仲田　美治 御岳山17 高山　豊吉 東大泉７－３８－２９

代表取締役　社長 東京都青梅市 代表取締役　社長 東京都府中市府中町

仲田　美治 御岳2-483 山岸　真也 2-1-14

代表取締役　社長 東京都青梅市 代表取締役　社長 東京都八王子市高尾町

仲田　美治 御岳山17 山岸　真也 2229-7

精肉の二幸 代表取締役　社長 東京都渋谷区恵比寿 代表取締役　社長 東京都西耶麻郡

恵比寿店 内田貫之 4-20-7 橋詰　定健 奥多摩町川野1740

精肉の二幸 代表取締役　社長 東京都多摩市落合 代表取締役　社長 東京都港区

多摩ｾﾝﾀｰ店 内田貫之 1-46-1 飯田　成一 北青山２－７－２９

精肉の二幸 代表取締役　社長 東京都中央区銀座 代表取締役　社長 東京都台東区東上野１－１２－５

銀座店 内田貫之 4-6-16 塩谷　敬司

精肉の二幸 代表取締役　社長 東京都中央区日本橋室町 代表取締役　社長 東京都練馬区豊玉中

日本橋店 内田貫之 1-4-1 渡邉　捨夫 1-8-6

代表取締役　社長 千葉県船橋市 代表取締役　社長 東京都中央区日本橋

内田貫之 高瀬町20 金山　精三郎 室町2-4-3

代表取締役　社長 東京都青梅市

宮野　敏彦 御岳本町360

和牛炭火焼肉一番 代表取締役　社長 マネージャー 東京都千代田区内神田

ホルモン神田店 武藤　克人 倉持　吉行 3－5－1　Ｂ1

和牛炭火焼肉一番 代表取締役　社長 店長 東京都江戸川区小岩

ホルモン小岩店 武藤　克人 橋本　健 1-28-2　ＦＫ30ビル　1Ｆ

代表取締役　社長 東京都八王子市左入町788

村内　健一郎 村内ﾌｧﾆﾁｬｰｱｸｾｽ　7Ｆ

代表取締役　社長 東京都昭島市朝日町

村田　正博 1-8-10

代表取締役　社長 東京都千代田区丸の内

谷尾　一也 1-9-1JR東日本東京駅構内

代表取締役　社長 東京都新宿区西新宿

谷尾　一也 1-1-4京王百貨店新宿店内

代表取締役　社長 東京都大田区西鎌田

谷尾　一也 7-69-1　蒲田プラザ

代表取締役　社長 東京都杉並区高井戸東３－８－１３

月城　秀夫

代表取締役　社長 東京都港区赤坂２－８－１３

月城　秀夫 エメラルドビルＢ１

代表取締役　社長 東京都渋谷区恵比寿西１－９－１

月城　秀夫 ともえビル２Ｆ

代表取締役　社長 東京都新宿区新宿３－１１－６

月城　秀夫 エクレ新宿１０５

378 （株）ﾜｲｽﾞﾃｰﾌﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ＸＥＸ日本橋 澤木 103-0022 03-3548-0065

377 （株）ワークステーション 東京Oティサりー 福島 176-0013 03-5946-5611

376 （株）レックス・ベリー （株）レックス・ベリー 黒須　信吉 110-0015 03-5812-9697

375 （株）レックーザ 青山焼肉道場 阿部　和浩 107-0061 03-3478-5160

374 レストランやませみ レストランやませみ 橋詰　定健 198-0225 0428-86-2552

373 ㈱レストラン京王 京王高尾温泉　極楽湯 太田　勝亮 193-0844 042-673-3757

372 ㈱レストラン京王 カレーショップ　C＆C 前定　耕蔵 183-0055 042-336-5217

371 （有）ル　ジャンボン ル　ジャンボン 高山　豊吉 178-0063 03-3922-8486

370 （有）ル　ジャンボン ル　ジャンボン大泉学園町店 土本　則子 178-0061 03-5933-3600

369 （株）吉池 吉池 平田　芳満 110-0005 03-3831-0141

368 ㈱横浜桂林 桂林常野菜房 高橋　哲也 108-0074 03-5421-8031

367 ㈱横浜桂林 新宿小田急 加藤　信彦 160-8001 03-3345-8108

366 ㈱横浜桂林 池袋東武店 児玉　利之 171-8512 03-3981-2315

365 ㈱横浜桂林 池袋西武店 山崎　栄二 171-0022 03-3985-8738

364 ㈱横浜桂林 銀座三越店 平林　大輔 104-0061 03-3535-0566

363 ㈱横浜桂林 渋谷東急店 片岡　俊 150-0002 03-3477-4616

362 ㈱UHM 庭のﾎﾃﾙ東京 木内　昭博 101-0061 03-3293-0028

361 焼肉ダイアナ 焼肉ダイアナ 清田　修一 104-0052 03-6225-0950

360 森万 森万 森谷　一之 198-0042 0428-22-1331

359 モンテフーズ（株） 元気屋　吉祥寺店 酒井　義幸 180-0004 042-223-8839

358 モンテフーズ（株） 元気屋　練馬店 　 176-0012 03-3991-5649

357 モンテフーズ（株） いっぷく 赤羽 160-0022 03-3355-8700

356 モンテフーズ（株） 豆腐と魚豆次郎 150-0021 03-3780-0074

355 モンテフーズ（株） 自然派居酒屋豆吉 107-0052 03-3560-2288

354 モンテフーズ（株） 創作料理一心 168-0072 03-3333-4414

353 明治屋産業㈱ 肉処　壱丁田 小田　尚弥 144-0051 03-5714-0767

352 明治屋産業㈱ PAOPAO京王百貨店新宿店 竹本　章宏 160-0023 03-3342-4015

351 明治屋産業㈱ PAOPAOecute東京 本多　慎太郎 100-0005 03-3211-8992

350 むら田 手打ちそば・日本料理　むら田 村田　正博 196-0025 042-545-2248

349 ㈱村内ファニチャーアクセｽ カフェレストラン　ﾙｰﾌﾞﾙ 清水　克比呂 192-8552 042-691-1807

347 ㈱ムトウ 101-0047 03-5207-6729

348 ㈱ムトウ 133-0057 03-5622-1585

346 (有)ミヤノ 玉川屋総本店 198-0173 0428-78-8345

345 （株）三越伊勢丹フードサービス 船橋加工センター 273-0014 047-437-3133

343 （株）三越伊勢丹フードサービス 笹　英典 104-8212 03-3535-1837

344 （株）三越伊勢丹フードサービス 笹　英典 103-0002 03-3245-8929

341 （株）三越伊勢丹フードサービス 笹　英典 150-6090 03-5423-1229

342 （株）三越伊勢丹フードサービス 笹　英典 2068543 042-355-2090

340 御岳登山鉄道㈱ 御岳山駅売店 児島　聡 198-0174 0428-78-8123

339 御岳登山鉄道㈱ 滝本駅売店 児島　聡 198-0174 0428-78-8123

338 御岳登山鉄道㈱ 展望食堂 児島　聡 198-0174 0428-78-8123

337 ㈱三河屋旅館 麻葉の湯　三河屋旅館 川上　起久雄 198-0212 0428-83-2027

336 ㈱ミートコンパニオン DANRAN亭立川店 小形　茂之 190-0023 042-540-0229

335 ㈱ミートコンパニオン ミートコンパニオン 小林　直樹 190-0013 042-526-3451

334 ㈱ミートショップの鈴政 ミートショップの鈴政 鈴木　初治 190-0003 042-536-2944

333 ミート　木村 ミートショップ和 寺井　浩一 197-0004 03-6721-7116

332 丸万そば店 丸万そば店 松下　邦男 197-0003 042-551-0676

331 ㈱マルフジ マルフジ福生店 松下　将之 197-0013 042-530-1551

330 ㈱丸正フーズ ママズプレート目白店 高橋　康浩 161-0033 03-5982-5321

329 ㈱マルエツ 鵜の木店 松浦　仁 146-0091 03-3750-1471

328 ㈱マルエツ マルエツ港南ワールドシティー店 木村　豊 108-0075 03-5463-2290

327 ㈱マルエツ リンコス高輪店 伊藤　豊 108-0074 03-5449-3301

326 町田市農業協同組合 アグリハウス忠生 石川　幸太 194-0035 042-792-2711

325 町田市農業協同組合 アグリハウスみなみ 石川　幸太 194-0012 042-788-3541


