組合会員及び傘下企業名簿
組合名・傘下企業名

2017年4月1日現在

〒

代表者名

住所

●北海道清涼飲料工業組合

理事長

市町 峰行

059-1365

苫小牧市植苗131-2

㈱小 原

代表取締役社長 小原 光一

041-1133

FAX

0144-58-2252

0144-58-2451

亀田郡七飯町字中島29-2

0138-65-6545

0138-65-6537

041-1133

亀田郡七飯町字中島29-2

0138-65-6545

0138-65-6537

隆

041-0063

函館市若松町34-2

0138-23-1301

0138-23-1321

省伍

060-0007

札幌市中央区北7条西15丁目

011-612-5813

011-612-5803
0134-23-0582

函館工場

㈱丸善市町内

TEL

㈲小原産業

代表取締役

小原

㈱カクマン

代表取締役

林

野島製菓㈱

取締役社長

野島

弘

047-0021

小樽市入船2丁目25番12号

0134-34-0777

フジヤ商事

代表

柴田

広

068-0833

岩見澤市志文町957

0126-22-0083

北海道ミネラルウォーター㈱

代表取締役

石丸

司

044-0131

虻田郡京極町字川西40-4

0136-42-3554

0136-42-3497

㈱丸善市町

代表取締役

市町 峰行

053-0016

苫小牧市寿町2丁目1-21

0144-32-6484

0144-32-6486

059-1365

苫小牧市植苗131-2

0144-58-2252

0144-58-2451

041-1354

亀田郡七飯町字大沼町840

0138-67-2227

0138-67-2552

983-0803

仙台市宮城野区小田原2-3-18 トレボン食品㈱内

022-256-4137

022-256-4901

青森県八戸市白銀1-8-1

0178-43-0011

0178-33-0412

植苗工場
㈱ワッズ

代表取締役

鈴木 清士

●東北清涼飲料協会

会長

鶴戸 満昭

八戸製氷冷蔵㈱

代表取締役

橋本 八右衛門 031-0821

取締役工場長 橋本 俊二
㈱佐幸本店

代表取締役

佐々木 茂

028-0071

岩手県久慈市小久慈町2-2-15

0194-53-3121

0194-53-3700

㈲神田葡萄園

代表取締役

熊谷 晃弘

029-2206

岩手県陸前高田市米崎町字神田33

0192-55-2222

0192-55-2777

㈱LDビバレッジ 蔵王工場

工場長

斯波 重幸

992-2161

山形市大字漆山2502-1

023-684-8311

023-681-7051

トレボン食品㈱

代表取締役

鶴戸 満昭

983-0803

仙台市宮城野区小田原2-3-18

022-256-4137

022-256-4901

田所食品㈱

代表取締役

田所 林一

989-2201

宮城県亘理郡山元町山寺字高地7

0223-37-0439

0223-37-1064

㈱サトー まつばら源泉精水所

代表取締役

佐藤 良智

989-6711

宮城県大崎市鳴子温泉字久田46-2

0229-84-7770

0229-84-7771

㈱エニック

代表取締役

古川 義一

989-0212

宮城県白石市大鷹沢大町字稲荷山18

0224-26-1330

0224-24-4154

989-0501

宮城県刈田郡七ヶ宿町字長老170 南蔵王の館

0224-37-2923

0224-37-2923

（賛助会員）星硝㈱ 仙台営業所

980-0021

仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル5F

022-225-7701

022-211-5084

（賛助会員）三笠産業㈱ 東日本営業所

120-0036

足立区千住仲町41-1 三井生命北千住ビル3F

03-5284-2132

03-5284-2134

工 場

●栃木県清涼飲料工業組合

326-0337

足利市島田町607-1 ㈱マルキョー内

0284-72-4047

0284-72-8284

丸源飲料工業㈱ 宇都宮工場

取締役 生産本部長 室井 慎二 321-0905

宇都宮市平出工業団地45-11

028-663-1211

028-661-0318

㈱マルキョー

代表取締役社長

増子 敬公

326-0337

足利市島田町607-1

0284-72-4047

0284-72-8284

坂本香料㈱ 野木工場

顧問

竹村 公男

329-0114

下都賀郡野木町野木141-2

0280-57-1151

0280-57-1153

●東京都清涼飲料協同組合
東京清涼飲料水工業組合

理事長

112-0002

文京区小石川2-4-17 東京清飲会館

03-3814-7641

03-3814-7643

安髙 俊彦
2017年5月26日現在

スター食品工業㈱

会 長
森田 禮治
代表取締役社長 森田 晃生

101-0003

千代田区一ッ橋2-5-3

03-3230-3456

03-3230-3458

㈱静水社

代表取締役

224-0044

横浜市都筑区川向町1361-1

045-474-1441

045-474-1443

143-0015

大田区大森西2-33-1

107-0052

港区赤坂2-15-12 パール赤坂5F

03-3583-8255

03-3586-6568

182-0025

調布市多摩川1-34-1

0424-85-1840

0424-81-0355

162-0822

新宿区下宮比町2-20

03-3260-5241

03-3267-5135

160-0022

新宿区新宿3-26-11

03-3354-0222

03-3352-1692

183-0035

府中市四谷6-53-1

042-335-9211

042-335-9212

梶山 尚登

支 社
ホッピービバレッジ㈱

代表取締役会長 石渡 光一
代表取締役社長 石渡 美奈

工 場
㈱神田食品研究所

取締役社長

石山

清

㈱新宿高野

代表取締役

髙野 吉太郎

府中工場
㈱長田商店

代表取締役

長田 憲子

110-0003

台東区根岸5-15-12

03-3872-4500

03-3872-2232

天羽飲料製造㈲

代表取締役

堺

110-0012

台東区竜泉3-37-11

03-3873-5701

03-3873-5701

㈱興水舎

代表取締役

神作 一明

130-0001

墨田区吾妻橋1-16-3

03-3622-4411

03-3625-7096

丸源飲料工業㈱

代表取締役社長 阿部 貴明
代表取締役専務 阿部 浩明

131-8527

墨田区立花4-7-8

03-3617-0121

03-3618-0721

321-0905

宇都宮市平出工業団地45-11

028-663-1211

028-661-0318

130-0005

墨田区東駒形4-16-17

03-3624-1741

03-3626-1145

300-0003

茨城県土浦市紫ヶ丘6-3 テクノパーク土浦北内

029-830-2721

029-833-2724

135-0045

江東区古石場2-11-3

03-3641-2410

308-0001

茨城県筑西市樋口168

0296-24-0478

0296-24-3198

由夫

宇都宮工場
スミダ飲料㈱

代表取締役

阿部

豊

つくば工場
サンクラウン果精㈱

代表取締役

小川 真一

下館工場
㈱武田薬化学研究所

代表取締役社長 武田 芳明

140-0014

品川区大井7-23-3

03-3771-3770

03-3773-1771

㈱博水社

代表取締役会長 田中 専一
代表取締役社長 田中 秀子

152-0002

目黒区目黒本町6-2-2

03-3712-4163

03-3712-4883

風見飲料商会

代表者

金澤 政則

152-0002

目黒区目黒本町3-19-7

03-3760-4840

03-3760-4840

㈱サニーフーヅ

代表取締役

安髙 俊彦

152-0001
152-0012

目黒区中央町2-25-5
目黒区洗足2-15-22 （※現在仮営業所にて営業）

03-3793-2811

03-3793-2815

㈱コダマ飲料

代表取締役会長 池澤 三郎
代表取締役社長 池澤 友博

143-0013

大田区大森南5-3-21

03-3744-8101

03-3743-8995

㈱果 香

代表取締役社長 丸山 孝幸

143-0023

大田区山王2-5-10 大森野村証券ビル5F

03-5746-2661

03-5746-2666

990-0561

山形県寒河江市中央工業団地15-1

0237-86-0105

0237-86-7446

工 場
東京飲料㈱

代表取締役会長 寺田 康夫
代表取締役社長 寺田 龍

165-0026

中野区新井4-8-7

03-3386-4819

03-3386-6633

㈲太 洋

代表取締役

306-0025

茨城県古河市原町198-5

0280-22-4642

0280-22-1418

123-0863

足立区谷在家3-3-12

150-0002

渋谷区渋谷2-12-6

03-3400-1239

03-3400-1260

193-0801

八王子市川口町1400

042-654-4711

042-654-4209

151-0061

渋谷区初台1-55-7 富士急行㈱東京本社ビル内

03-3370-3357

03-3370-3319

403-0005

山梨県富士吉田市上吉田字唐松入4844

0555-72-9066

0555-72-9076

本社工場

遠藤まつ江

東京営業所
三田飲料㈱

取締役会長
三田 耕吉
代表取締役社長 三田 大介

八王子工場
富士ミネラルウォーター㈱

代表取締役社長 井上 勝訓

富士ミネラルウォーター アクアワークス

フロリダスモーニング㈱

代表取締役

荒木 雄大

150-0002

渋谷区渋谷3-10-15

03-3407-7362

03-3407-7369

三友飲料㈱

代表取締役

佐怒賀 裕

207-0021

東大和市立野3-580-1

042-564-2441

042-565-2041

紅矢食品工業㈱

代表取締役

加藤 勝士

171-0014

豊島区池袋3-60-4

03-3971-1234

03-3971-1236

野中食品工業㈲

代表取締役社長 野中 延康

124-0025

葛飾区西新小岩3-45-8

03-3691-8686

03-3691-3110

水元飲料商会

代表者

根本 恵司

125-0032

葛飾区水元1-14-2

03-3609-9133

03-3609-9133

大越飲料商会

代表者

大越 恒男

125-0052

葛飾区柴又5-30-22

03-3658-6686

03-3658-6686

河野飲料商会

代表者

河野 博司

132-0023

江戸川区西一之江3-27-7

03-3652-0735

03-3652-0735

メトロ㈱

代表取締役会長 小林 正朗
代表取締役社長 小林 久人

180-0006

武蔵野市中町1-6-5 ＹＮビルみたか3Ｆ

0422-56-7710

0422-56-2661

取締役工場長

小林 伸次

400-0212

山梨県南アルプス市下今諏訪907-10

055-283-6013

055-280-3330

代表取締役

戸田 喜裕

368-0105

埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1046-1

0494-75-0168

0494-75-3512

169-0075

新宿区高田馬場1-5-21 グランメール高田馬場

メトロ山梨工場
㈲戸田乳業
東京営業所

●神奈川県清涼飲料工業協同組合 理事長

山崎 和彦

258-0017

足柄上郡大井町西大井901 富士ボトリング㈱内

0465-85-3663

0465-85-5353

㈱加藤仙助商店

代表取締役

加藤 正昭

230-0037

横浜市鶴見区向井町3-76-8

045-501-6897

045-501-6848

㈱オリオン商会

代表取締役

寺田 兼総

230-0051

横浜市鶴見区鶴見中央2-15-30

045-501-4726

045-506-4281

神奈川飲料㈱

代表取締役

山内 新治

220-0051

横浜市西区中央2-37-16

045-322-6021

045-322-6023

丸新飲料㈱

取締役社長

新井 敏二郎

235-0011

横浜市磯子区丸山2-24-3

045-751-2241

045-761-7451

川崎飲料㈱

代表取締役

竹島 伸浩

210-0837

川崎市川崎区渡田1-6-3

044-333-4195

044-344-4654

富士ボトリング㈱

代表取締役

山崎 和彦

258-0017

足柄上郡大井町西大井901

0465-85-3663

0465-85-5353

小川利政商店

店主

小川 雅章

250-0013

小田原市南町3-2-35

0465-22-4613

0465-22-4702

㈱山崎鉱泉所

代表取締役

山崎 和彦

250-0011

小田原市栄町2-12-44

0465-24-1422

0465-24-1424

（賛助会員）ＦＶイーストジャパン㈱

代表取締役社長 カリン・ドラガン 233-0016

横浜市港南区下永谷町6-4-12

045-821-9111

045-821-9763

●北陸清涼飲料工業協同組合

理事長

翠田 章男

930-0813

富山市下赤江町1-6-34 ㈱トンボ飲料内

076-441-4456

076-439-1987

西川飲料㈱

代表取締役社長 西川 隆夫

954-0004

新潟県見附市元町2-1-21

0258-62-2400

0258-62-2402

㈱真喜食品

代表取締役

名畑 哲雄

950-0801

新潟市東区津島屋３丁目227-4

025-270-6677

025-270-5545

㈱トンボ飲料

取締役会長
翠田 康志
代表取締役社長 翠田 章男

930-0813

富山市下赤江町1-6-34

076-441-4456

076-439-1987

八千代ドリンクス㈱

代表取締役

西田 文代

939-2253

富山市八木山387

076-467-0214

076-467-0172

ニットービバレッジ㈱

代表取締役社長 石本 英生

939-0744

富山県下新川郡朝日町平柳500

0765-82-1133

0765-82-1139

五洲薬品㈱

代表取締役

939-8201

富山市花園町1-1-5

076-424-2661

076-422-4571

㈱喜八食品

代表取締役社長 五天 外喜雄

939-1704

富山県南砺市田中415-1

0763-52-5515

0763-52-5813

福田食品工業㈱

代表取締役

福田 哲博

939-1876

富山県南砺市川上中891

0763-64-2021

0763-64-2023

㈱富山環境整備

代表取締役社長 松浦 英樹

939-2638

富山市婦中町吉谷3-3

076-469-5356

076-469-5635

工場長

高田 雅史

930-0158

富山市池多1831-1

076-436-3035

076-436-3037

北陸ローヤルボトリング(協)

代表理事

森田 英昭

910-0134

福井市上野本町5-1

0776-56-0577

0776-56-0599

盛田株式会社 福井工場

代表取締役社長 檜垣 周作

916-0144

福井県丹生郡越前町佐々生32-4

0778-34-1588

0778-34-1590

●静岡県清涼飲料工業組合

理事長

421-0302

榛原郡吉田町川尻1082 木村飲料㈱内

0548-32-7555

0548-32-7778

木村飲料㈱

代表取締役

427-0044

島田市宮川町2429

0547-35-1507

0547-35-1154

吉田工場

421-0302

榛原郡吉田町川尻1082

0548-32-7555

0548-32-7778

浜工場

421-0302

榛原郡吉田町川尻字浜河原3051-43

0548-34-1777

0548-34-1778

(ボトリング事業部)

藤井

侃

木村 英文
木村 英文

浜松食品産業㈱

代表取締役

小林 伸吉

433-8125

浜松市中区和合町28-4

053-479-1841

053-479-1843

丸福酒店

代表者

福井 秀男

414-0055

伊東市岡216-24

0557-37-4097

0557-37-4097

三生医薬㈱

代表取締役社長 四條 和洋

419-0201

富士市厚原1468

0545-73-0610

0545-73-0611

●愛知県清涼飲料協同組合

理事長

石川 雄晤

481-0011

北名古屋市高田寺中外浦８
中京サインボトリング(協業)内

0568-21-4501

0568-23-8218

日興薬品工業㈱

代表取締役

加納

468-0015

名古屋市天白区原2丁目2701

052-802-6121

052-804-0817

オリオンサイダー㈱

代表取締役社長 河合 昭典

466-0054

名古屋市昭和区円上町22-17

052-871-8557

052-881-3928

中京サインボトリング(協業)

代表理事

481-0011

北名古屋市高田寺中外浦8

0568-21-4501

0568-23-8218

厳

石川 雄晤

高山鉱泉商会

代表者

高山 輝之

484-0081

犬山市東余坂28

0568-61-0161

0568-61-0161

和田鉱泉

代表者

和田 朝男

485-0041

小牧市小牧4丁目493

0568-76-2858

0568-76-2858

石川飲料㈲

代表取締役

石川 昌弘

444-0038

岡崎市伝馬通5-43

0564-21-0372

0564-26-1280

杉浦飲料㈱

代表取締役社長 杉浦 孝雄

445-0081

西尾市志篭谷町岩尻1-1

05635-6-7385

㈱フジコーポレーション

代表取締役社長 三棹 俊作

444-1163

安城市木戸町惣作52

0566-99-6126

0566-99-4647

カゴメ食品㈱

表取締役社長

440-0876

豊橋市西松山町95

0532-52-4916

0532-53-5811

●三重県清涼飲料協同組合
三重県清涼飲料工業組合

理事長

鈴木

武

511-0836

桑名市江場中野町608 鈴木鉱泉㈱内

0594-23-7411

0594-23-7151

鈴木鉱泉㈱

代表取締役

鈴木

武

511-0836

桑名市江場中野町608

0594-23-7411

0594-23-7151

伊藤鉱泉㈲

代表取締役

伊藤 和代

511-0052

桑名市相川町47

0594-22-1066

0594-22-1072

日之出鉱泉所

代表者

山家 由起子

510-8017

四日市市平町11-4

0593-65-1023

0593-65-1023

●大阪府清涼飲料工業協同組合

理事長

大川 佳文

540-0034

大阪市中央区島町2-4-4

06-6941-9671

06-6941-9672

桝井食品工業㈱

代表取締役社長 桝井 キヌ子

544-0022

大阪市生野区舎利寺1-7-20

06-6712-2951

06-6712-2952

㈱森井食品

代表取締役社長 森井 源一

544-0025

大阪市生野区生野東3-3-49

06-6731-3404

06-6731-3405

富士食品飲料工場

代表者

宮武 直行

544-0013

大阪市生野区巽中1-13-7

06-6758-0091

06-6758-0091

大和食品工業㈱

代表取締役社長 西川 雅清

551-0001

大阪市大正区三軒家西2-5-2

06-6552-5791

06-6552-5792

大川食品工業㈱

代表取締役社長 大川 佳文

552-0011

大阪市港区南市岡3-5-21

06-6583-1051

06-6583-1052

稲村鉱泉所

代表者

稲村 俊博

556-0003

大阪市浪速区恵美須西3-9-7

06-6641-4561

06-6641-4561

㈱中村商店

代表取締役

中村 訓康

554-0024

大阪市此花区島屋4-4-69

06-6462-2340

06-6462-2310

丸八薬品工業㈱ 本社･工場

代表取締役社長 小田 正敏

559-0001

大阪市住之江区粉浜3-12-16

06-6673-8008

06-6671-0072

559-0001

大阪市住之江区粉浜3-12-12

06-6671-8133

06-6671-8155

豊

546-0012

大阪市東住吉区中野4-2-13

06-6702-5426

06-6702-5456

啓員

534-0014

大阪市都島区都島北通1-10-20

06-6921-5138

06-6925-4044

近藤 豊道

健食企画室・工場
㈱日本サンガリア・ベバレッジ・カンパニー 代表取締役社長 石山

大阪清飲会館内

ハタ鉱泉㈱

代表取締役社長 秦

シスター鉱泉所

代表者

杉本 豊彦

575-0041

四條畷市蔀屋新町4-14

072-879-1156

072-879-1156

㈱城東鉱泉所

代表者

川端 政信

578-0976

東大阪市西鴻池町1-4-17

06-6745-5881

06-6745-5881

㈱ジーエスフード

代表取締役社長 中村 瑛祐

578-0977

東大阪市鴻池徳庵町7-49

06-6744-1551

06-6746-1175

㈱辻井鉱泉所

代表取締役会長 辻井

571-0012

門真市江端町14-2

072-881-5254

072-882-1636

㈱サカイ

代表取締役社長 井戸辺弘樹

530-0035

大阪市北区同心1-4-5

06-6357-7550

06-6357-7901

中央鉱泉所

代表者

555-0033

大阪市西淀川区姫島1-5-20

06-6471-7321

06-6471-7340

達

高内 一幸

㈱大黒屋

代表取締役社長 大西 英一
港工場

553-0004

大阪市福島区玉川2-9-26

06-6441-6363

06-6445-0591

552-0013

大阪市港区福崎3-1-61

06-4395-6566

06-4395-6567

ホワイト食品㈲

代表取締役社長 江尻 光栄

533-0022

大阪市東淀川区菅原7-1-22

06-6328-2809

06-6328-2809

㈲小谷鉱泉所

代表取締役

小谷

531-0074

大阪市北区本庄東2-15-17 カサ、プロスペリータ101 06-6371-3256

06-6371-3256

大一食品工業所

代表者

十河 研一

564-0051

吹田市豊津町36-2

06-6384-0397

吉田鉱泉

代表者

坦

567-0811

茨木市上泉町8-13

072-622-2628

072-622-2628

㈱キヨ水商会

代表取締役社長 神谷 清次

590-0936

堺市堺区宿屋町東3-3-38

072-232-1162

072-232-1162

河内食品㈱

代表取締役社長 新熊

591-8013

堺市北区野遠町28

072-258-8669

072-252-0057

寿屋清涼食品㈱

代表取締役社長 松山 博正

582-0001

柏原市本郷3-8-38

072-972-0377

072-971-6070

カタシモワインフード㈱

代表取締役

高井 利洋

582-0017

柏原市太平寺2-9-14

072-971-6334

072-971-6337

㈱神田屋

取締役社長

板倉 啓祐

581-0884

八尾市恩智南町5-38

072-943-7211

072-941-0248

坂井食品工業所

代表者

坂井

598-0071

泉佐野市鶴原5-2-6

072-462-0283

072-462-0283

竹中鉱泉所

代表者

竹中 茂之

599-0200

阪南市阪南町尾崎2-18-8

072-472-0248

072-472-0385

杉野鉱泉所

代表者

杉野 芳子

590-0522

泉南市信達牧野1296

072-483-2241

プラム食品㈱

代表取締役社長 長井 保夫

649-2103

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬1474-1

0739-47-2895

0739-47-0867

野田ハニー食品工業（株）

代表取締役

野田 和博

776-8582

徳島県吉野川市鴨島町内原144

0883-24-8111

0883-24-9381

●兵庫県清涼飲料協同組合

理事長

山口 義弘

679-2131

姫路市香寺町犬飼527-1 キンキサイン㈱内

079-232-7360

079-232-7360

㈱布引礦泉所

代表取締役社長 石井 恭子

663-8244

西宮市津門綾羽町8-15

0798-35-1313

0798-23-1656

大 関㈱

代表取締役社長 長部 訓子

663-8227

西宮市今津出在家町4-9

0798-32-2111

0798-36-1538

兵庫鉱泉所

代表者

秋田 健次

653-0015

神戸市長田区菅原通1-8

078-576-0761

078-575-0827

金星産業㈱

代表取締役

横野 正典

658-0044

神戸市東灘区御影塚町2-13-5

078-851-0578

078-821-3681

富永貿易㈱

取締役社長

富永 昌平

651-0188

神戸市中央区御幸通5-1-21

078-232-8600

078-232-8666

㈲鎌田商店

代表取締役

鎌田 茂伸

676-0082

高砂市曽根町445-8

079-447-1751

079-447-4414

オークラサービス㈱

代表取締役社長 大庫 隆夫

675-0014

加古川市野口町古大内900

079-425-0531

079-425-8821

柳川鉱泉㈱

代表取締役

柳川 芳廣

670-0973

姫路市亀山268

079-234-1111

079-235-1067

㈱イワサ

代表取締役

岩佐 晋吾

672-8088

姫路市飾磨区英賀西町2-99

079-236-0326

079-236-0067

キンキサイン㈱

代表取締役

山口 義弘

679-2131

姫路市香寺町犬飼527-1

079-232-3111

079-232-5738

本社第二工場

679-2415

神崎郡神河町福本767-18

0790-32-3155

0790-32-3130

徳島工場

771-4303

徳島県勝浦郡勝浦町大字生名字屋敷5

0885-42-1231

0885-42-2517

千葉工場

287-0037

千葉県香取市与倉812-7

0478-58-3100

0478-58-3101

吉田

昶

弘

彰

大円食品工業㈱

代表取締役社長 藤本 栄一郎

大阪事務所

679-2215

神崎郡福崎町西治字拝尾862-23

0790-22-5420

0790-22-6541

541-0045

大阪市中央区道修町2-2-6

06-6203-6747

06-6203-0118

八鹿鉱泉㈱

代表取締役

沖田 好弘

667-0021

養父市八鹿町八鹿1591-3

079-662-2003

079-662-2011

㈱サン・ウォーター

代表取締役

三木 芳治

667-0115

養父市上箇55番地2

079-664-2008

079-664-2004

ダイドー･タケナカビバレッジ㈱

代表取締役社長 竹中 幸市

781-6741

高知県室戸市羽根町字山烏甲1310-1

0887-24-6030

0887-24-6031

㈱ホテイフーズコーポレーション

代表取締役社長 山本 達也

421-3203

静岡市清水区蒲原4-26-6

054-385-3131

054-388-2081

楠原壜罐詰工業㈱

代表取締役社長 楠原 雄治

733-0012

広島市西区中広町1丁目16番24号

082-231-5185

082-231-0744

琉球アジアン㈱

代表取締役社長 藤本 栄一郎

904-2234

沖縄県うるま市州崎12番84

098-982-1930

098-982-1970

●和歌山県清涼飲料工業会

会長

阪井 哲也

649-7204

橋本市高野口町小田530 サカイキャニング㈱内

0736-43-0011

0736-43-0013

中江ベンダー

代表者

中江

649-1533

日高郡印南町山口591

0738-42-1036

0738-42-1037

サカイキャニング㈱

取締役会長
阪井 哲也
代表取締役社長 阪井 克行

649-7204

橋本市高野口町小田530

0736-43-0011

0736-43-0013

本社・高野山麓高野口工場

649-7204

橋本市高野口町小田530

0736-43-0011

0736-43-0013

高野山麓かつらぎ工場

649-7155

伊都郡かつらぎ町島358-1

0736-23-1011

0736-23-1013

清

ミスヂ飲料

代表者

田中 義夫

640-8402

和歌山市野崎66-12

073-455-3152

073-455-3152

㈱ナカエ 本社

代表取締役会長 中江 正純
代表取締役社長 中江 稔浩

649-1534

日高郡印南町印南2286-3

0738-42-0618

0738-42-0918

日高郡美浜町和田2097-2

0738-23-2618

美浜センター
井内商店

代表者

井内 啓介

640-8042

和歌山市西ノ庄368-3

073-452-7303

073-453-3577

山本飲料

代表者

山本 一也

642-0034

海南市藤白131

073-482-1463

073-482-1463

710-0052

倉敷市美和2丁目7-17 倉敷鉱泉㈱内

086-422-6020

086-422-6019

●岡山県清涼飲料協同組合
倉敷鉱泉㈱

取締役社長

石原 信太郎

710-0052

倉敷市美和2-7-17

086-422-6020

086-422-6019

㈲毎日鉱泉所

取締役社長

岡田 忠生

706-0002

玉野市築港3-13-2

0863-21-2676

0863-21-2686

●広島県清涼飲料工業協同組合

理事長

佐々木 秀隆

731-0103

広島市安佐南区緑井6-14-17 日本鉱泉㈱内

082-877-1097

082-879-2059

日本鉱泉㈱

代表取締役社長 佐々木 秀隆

731-0103

広島市安佐南区緑井6-14-17

082-877-1097

082-879-2059

フジスコ㈱

代表取締役社長 植田 悠司

736-0082

広島市安芸区船越南3-21-29

082-823-4431

082-822-0385

㈱中元本店

代表取締役社長 中元 順一朗

737-0821

呉市三条1-4-8

0823-25-4644

0823-25-5854

桜南食品㈱

代表取締役社長 安井

723-0065

三原市西野1-1-1

0848-64-6611

0848-63-7535

健

齋藤飲料工業㈱

代表取締役社長 齋藤 廣明

720-0074

福山市北本庄5-7-6

084-924-6442

084-924-6447

宝積飲料㈱

代表取締役社長 宝積 良忠

739-0267

東広島市志和町別府2061番地3

082-433-4959

082-433-5745

三幸食品工業㈱

代表取締役社長 佐藤 陽吾

739-2402

東広島市安芸津町三津4215-3

0846-45-1220

0846-45-4285

㈱ヒロシマ・コープ

代表取締役社長 末廣 己人

729-0417

三原市本郷南7丁目8-1

0848-86-3355

0848-86-6457

アシードブリュー㈱

代表取締役社長 寺地

721-0957

福山市箕島町5725-1

084-954-3661

084-954-3754

さんべ食品工業㈱

代表取締役

694-0064

島根県大田市大田町大田イ403番地5

0854-82-0863

0854-82-6686

●高知県清涼飲料工業組合

理事長

坂井 満夫

783-0093

南国市物部272-1

088-864-5800

088-864-4595

ひまわり乳業㈱

取締役社長

吉澤 文治郎

783-0093

南国市物部272-1

088-864-5800

088-864-4595

㈲荒川鉱泉所

取締役社長

荒川 侃水

784-0004

安芸市本町2-8-19

0887-34-0808

㈲吉村飲料工業所

取締役社長

吉村 征捷

781-1102

土佐市高岡町乙9-24

088-852-0156

鍵元飲料㈱

代表取締役

鍵元 俊太郎

780-0815

高知市二葉町10-15

088-882-1082

●福岡県清涼飲料工業協同組合
福岡県清涼飲料工業組合

理事長

仲原 孝志

819-1195

糸島市波多江字中川原100 九星飲料工業㈱内

092-324-9999

092-324-9900

清水飲料工業所

代表者

清水 一雄

802-0074

北九州市小倉北区白銀1-10-20

093-921-5898

093-921-5898

九星飲料工業㈱

代表取締役会長 仲原 志平
代表取締役社長 仲原 孝志

819-1195

糸島市波多江字中川原100

092-324-9999

092-324-9900

石井飲料工業所

代表者

石井 清志

839-1321

うきは市吉井町735-2

0943-75-2204

0943-75-2204

㈱東洋新薬

代表取締役

服部 利光

812-0011

福岡市博多区博多駅前2-19-27

0942-81-3555

0942-81-3554

㈱ＭＬＦ

代表取締役

成塚 政明

812-0051

福岡市東区箱崎ふ頭6-10-7

092-632-6720

092-632-6721

●佐賀県清涼飲料工業組合

理事長

友田

諭

845-0003

小城市小城町岩蔵2575-3 ㈱友桝飲料内

0952-72-5588

0952-72-5598

㈱友桝飲料

代表取締役社長 友田

諭

845-0003

小城市小城町岩蔵2575-3

0952-72-5588

0952-72-5598

小松飲料㈱

代表取締役

小松 重昭

847-0875

唐津市西唐津1丁目6139

0955-72-5118

0955-73-7399

●長崎県清涼飲料工業協同組合
長崎県清涼飲料工業組合

理事長

岩政

858-0905

佐世保市下本山町1541 ㈱日新食品工業内

0956-48-5083

0956-48-5089

㈲荒木商店

取締役社長

荒木 武人

859-3615

東彼杵郡川棚町下組郷1

0956-82-2035

0956-82-2035

㈱日新食品工業

代表取締役

岩政

858-0905

佐世保市下本山町1541

0956-48-5083

0956-48-5089

●大分県清涼飲料工業組合

理事長

前原 輝彦

879-5523

由布市挾間町篠原398-6 ㈱ヨーグルトン乳業内

097-586-3201

097-586-3209

實

勝部 邦彦

孝

孝

ひまわり乳業㈱内

088-852-3878

㈴まるはら

代表取締役社長 原

㈱ヨーグルトン乳業

877-0047

日田市中本町5-4

0973-23-4145

0973-23-8859

代表取締役社長 前原 輝彦

879-5523

由布市挾間町篠原398-6

097-586-3201

097-586-3209

●宮崎県清涼飲料工業組合

理事長

小野 次雄

882-0004

延岡市樫山町1-12-3

0982-32-3063

0982-35-6186

㈲小野商会

代表取締役社長 小野 次雄

882-0004

延岡市樫山町1-12-3

0982-32-3063

0982-35-6186

●沖縄県清涼飲料協会

理事長

川村

親

901-0306

糸満市西崎町4-10-4 ㈱沖縄伊藤園内

098-994-3600

098-994-3620

㈱沖縄伊藤園

代表取締役社長 川村

親

901-0306

糸満市西崎町4-10-4

098-994-3600

098-994-3620

沖縄コカ・コーラボトリング㈱

代表取締役社長 城

英俊

901-2555

浦添市伊祖5-14-1

098-877-5256

098-879-4527

㈱チェリオ沖縄

取締役営業部長 浅田 尚宏

901-2131

浦添市牧港1-51-1

098-877-3352

098-879-6186

沖縄ユーシーシーコーヒー㈱

代表取締役社長 平尾 哲秀

901-2123

浦添市西洲2-7-2

098-877-8677

098-877-8355

サントリーフーズ沖縄㈱

代表取締役社長 荻

901-2223

宜野湾市大山7-5-2

098-897-5181

098-897-4421

沖縄明治乳業㈱

代表取締役社長 村田 紳

901-2502

浦添市牧港1-65-1

098-877-5274

098-878-8234

オリオンビール㈱

代表取締役社長 嘉手苅 義男

901-2551

浦添市字城間1985-1

098-877-4795

098-877-1388

㈱沖縄ポッカコーポレーション

代表取締役社長 長野 真知

900-0016

那覇市前島3-1-15

098-863-7099

098-863-6591

大塚製薬㈱那覇出張所
ダイドードリンコ直轄営業部㈱
沖縄オフィス
キリンビバレッジ㈱
九州地区本部沖縄営業所

所長
大西 堅治
シニアマネージャー 波多腰 貴
行

900-0015

那覇市久茂地3-15-9 4F

098-867-6198

098-867-6937

901-2223

宜野湾市大山7-7-18

098-897-0543

098-898-7282

900-0006

那覇市おもろまち1-3-31 西棟3F

090-7987-0033

098-941-5319

アサヒオリオン飲料株式会社

代表取締役社長 川合

901-2133

浦添市字城間1985-1 オリオン会館4F

098-877-7555

098-877-7603

琉球製罐株式会社

代表取締役社長 櫻井 秀樹

905-0007

名護市字屋部854-11

0980-52-2779

0980-52-4078

所長

正幸

祐三

阿部 和幸
聡

㈲小野商会内

