
順不同

農事組合法人会田共同養鶏組合 佐藤食品工業株式会社 日本チェンソー協会
社団法人愛知県漬物協会 有限会社佐藤木材 株式会社日本丸
愛知県経済農業協同組合連合会 株式会社サラミ家 日本かつお・まぐろ漁業協同組合
株式会社アイム さわや食品株式会社 日本味噌株式会社
青森県木材協同組合 株式会社三光マーケティングフーズ 日本ハム株式会社
青森県森林整備事業協同組合 サンジルシ醸造株式会社 社団法人日本果汁協会
株式会社青山 株式会社サンデリカ 社団法人日本缶詰協会
秋保建設株式会社 サントリーホールディングス株式会社 社団法人日本加工食品卸協会
秋田林友会 有限会社三直林業 社団法人日本外食品卸協会
秋田プライウッド株式会社 株式会社サンフレッセ 日本給食品連合会
秋本食品株式会社 サンヨー食品株式会社 社団法人日本食肉加工協会
株式会社秋山商会 三陸森の会 日本ハム・ソーセージ工業協同組合
秋山糀店 株式会社サンロイヤル旭川 社団法人日本弁当サービス協会
アクアクララ株式会社 ジェイティ飲料株式会社 公益社団法人日本べんとう振興協会
株式会社アクアライン 株式会社ジェーシー・コムサ 社団法人日本惣菜協会
芥川製菓株式会社 敷島製パン株式会社 公益社団法人日本給食サービス協会
アグリバンク有限会社 四国コカ・コーラボトリング株式会社 日本たばこ産業株式会社
朝霧ハム株式会社 シデル・ジャパン株式会社 財団法人日本森林林業振興会秋田支部　
株式会社あさくま 株式会社 芝寿し 財団法人日本森林林業振興会青森支部
アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 ジャック製菓株式会社 日本煉炭工業会
アサヒ飲料株式会社 株式会社しゃり一 ニュー恵久漁業株式会社
旭製粉株式会社 株式会社修作製菓 株式会社人形町今半
旭川通運株式会社 株式会社昭林 遠野営業所 株式会社 ネオ・エモーション
旭醤油味噌株式会社 株式会社庄司製材所 ネスレ日本株式会社
あさみやマーケティング株式会社 株式会社新川屋 合資会社野田味噌商店
味の素株式会社 有限会社新崎味噌醤油店 野辺地林業有限会社
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 株式会社新進 株式会社ハークスレイ
味の一醸造株式会社 信州ハム株式会社 ハインツ日本株式会社
アスザックフーズ株式会社 信州味噌株式会社 ハウスウェルネスフーズ株式会社
足立醸造株式会社 株式会社神明 ハウス食品株式会社
株式会社アブ・アウト 独立行政法人水産大学校 はごろもフーズ株式会社
株式会社天乃屋 独立行政法人水産総合研究センター 橋本食糧工業株式会社
株式会社あみだ池大黒 株式会社すかいらーく 橋本産業株式会社
株式会社荒津船舶 杉本屋製菓株式会社 株式会社ハチバン
株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所 セイカ食品株式会社 八興漁業株式会社
株式会社アントワークス 精糖工業会 服部醸造株式会社
株式会社いけだ屋 有限会社関谷醸造場 ハナマルキ株式会社
株式会社石井味噌 株式会社膳 株式会社はなまる
株式会社石川金物店 全国農業協同組合連合会秋田県本部 有限会社馬場商店
株式会社和泉冷凍運輸 全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会 播洋実業株式会社
泉佐野給食事業協同組合 全国珍味商工業協同組合連合会 東日本旅客鉄道株式会社
イズヤパン株式会社 全国調理食品工業協同組合 ヒガシマル醤油株式会社
株式会社ヰセキ東海 社団法人全国さんま漁業協会 東山製菓株式会社
株式会社市川園 社団法人全国清涼飲料工業会 東野建設工業株式会社
株式会社壱番屋 全国菓子工業組合連合会 ひかり味噌株式会社
株式会社いちまる 全国味噌工業協同組合連合会 ピジョン株式会社
一正蒲鉾株式会社 社団法人全国燃料協会 株式会社日田天領水
株式会社伊藤園 仙台コカ・コーラボトリング株式会社 株式会社ファイブスター
伊藤ハム株式会社 千田みずほ株式会社 株式会社フードケア
伊藤忠食品株式会社 全国農業協同組合中央会 株式会社ブールミッシュ
合名会社伊藤商店 北海道農業協同組合中央会 株式会社冨貴食研
いなば食品株式会社 青森県農業協同組合中央会 福一漁業株式会社
井村屋株式会社 秋田県農業協同組合中央会 株式会社福壽堂本店
井村屋グループ株式会社 山形県農業協同組合中央会 福留ハム株式会社
磐城林業協同組合 栃木県農業協同組合中央会 不二製油株式会社
岩田醸造株式会社 群馬県農業協同組合中央会 フジッコ株式会社
イワフジ工業株式会社 埼玉県農業協同組合中央会 フジパン株式会社
株式会社イング 千葉県農業協同組合中央会 株式会社藤巻商店
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株式会社ウーケ 東京都農業協同組合中央会 株式会社不二家
上野砂糖株式会社 神奈川県農業協同組合中央会 有限会社富士屋醸造
羽陽建設株式会社 山梨県農業協同組合中央会 フジヨシ醤油株式会社
株式会社永盛丸 長野県農業協同組合中央会 株式会社プライム・リンク
株式会社エースベーカリー 新潟県農業協同組合中央会 ブラント・ジャパン株式会社オレゴンカッテｲングシステムズ

エースコック株式会社 富山県農業協同組合中央会 株式会社 プランドゥ
株式会社エザカ 石川県農業協同組合中央会 株式会社フリーデン
江崎グリコ株式会社 福井県農業協同組合中央会 プリマハム株式会社
エスアールジャパン株式会社 岐阜県農業協同組合中央会 ブルドックソース株式会社
エスビー食品株式会社 静岡県農業協同組合中央会 古野電気株式会社
越後製菓株式会社 愛知県農業協同組合中央会 株式会社ブルボン
柄木田製粉株式会社 三重県農業協同組合中央会 株式会社フレッシュネス
株式会社えひめ飲料 滋賀県農業協同組合中央会 ブンセン株式会社
株式会社エフピコ 京都府農業協同組合中央会 株式会社ブンヤ
株式会社エプロン 大阪府農業協同組合中央会 株式会社平安堂梅坪
株式会社エムアンドケイ 兵庫県農業協同組合中央会 社団法人米穀安定供給確保支援機構
エム・シーシー食品株式会社 奈良県農業協同組合中央会 平和食品工業株式会社
遠軽通運株式会社 和歌山県農業協同組合中央会 北信運輸株式会社
遠藤林業株式会社 鳥取県農業協同組合中央会 北部産業株式会社
株式会社オイシス 島根県農業協同組合中央会 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
株式会社 王将フードサービス 岡山県農業協同組合中央会 細川製餡株式会社
王子ネピア株式会社 広島県農業協同組合中央会 北海道コカ・コーラボトリング株式会社
大分食品物産株式会社 山口県農業協同組合中央会 北海道糖業株式会社

株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 徳島県農業協同組合中央会 北海道日高乳業株式会社

大倉漁業株式会社 香川県農業協同組合中央会 株式会社ホッコク

大塚ホールディングス株式会社 愛媛県農業協同組合中央会 株式会社ホテイフーズコーポレーション

オーディエー株式会社 高知県農業協同組合中央会 株式会社本長

大松建設株式会社 福岡県農業協同組合中央会 株式会社ホンマ製作所

株式会社大麦工房ロア 佐賀県農業協同組合中央会 社団法人前橋林業土木協会

大山ハム株式会社 長崎県農業協同組合中央会 マツキン醸造株式会社

岡野食品産業株式会社 熊本県農業協同組合中央会 有限会社松田林業

有限会社小川醸造場 大分県農業協同組合中央会 松本システムエンジニアリング株式会社

小城製粉株式会社 宮崎県農業協同組合中央会 株式会社松屋フーズ

沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 鹿児島県農業協同組合中央会 マルカ味噌株式会社

オギノ食糧株式会社 沖縄県農業協同組合中央会 マルコメ株式会社

小城羊羹協同組合 全日本海員組合 マルサンアイ株式会社

奥久慈林業協同組合 全日本カレー工業協同組合 有限会社マル先先﨑林業

株式会社奥原商事 全日本菓子協会 マルシン食品株式会社

株式会社小倉屋柳本 株式会社全農ライフサポート山形 株式会社丸世醸造場

オタフクソース株式会社 大慶漁業株式会社 丸玉産業株式会社

音代漁業株式会社 大新食品株式会社 株式会社丸髙蔵

尾西食品株式会社 株式会社大庄 丸大食品株式会社

株式会社小野建築研究所 株式会社タイセイハム マルトモ株式会社

株式会社カーサ ダイドードリンコ株式会社 株式会社マルハニチロホールディングス

海王丸漁業株式会社 社団法人大日本水産会 丸美屋食品工業株式会社

社団法人海外まき網漁業協会 たいまつ食品株式会社 有限会社まるみ麹本店

株式会社開和商事 大洋エーアンドエフ株式会社 株式会社マルモ青木味噌醤油醸造場

カゴメ株式会社 たいようパン株式会社 三国コカ・コーラボトリング株式会社

鹿島臨海産業株式会社 高木商店 岬洋水産株式会社

カセイ食品株式会社 高梨乳業株式会社 三島食品株式会社

株式会社片岡製菓 武田味噌醸造株式会社 ミシマデリカ株式会社

独立行政法人家畜改良センター 竹田きのこ園 みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

株式会社勝運 株式会社ダスキン 有限会社道又林業

合資会社加藤兵太郎商店 御菓子司橘屋 三井農林株式会社

有限会社門脇木材 橘浦漁業協同組合 三井食品株式会社

有限会社金沢炊飯センター 株式会社たらみ 株式会社ミツカングループ本社

兼井物産株式会社 だるま食品株式会社 株式会社ミツハシ

金井漁業株式会社 だるまチップ工業株式会社 三菱食品株式会社
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カネカ食品株式会社 株式会社チーリン製菓 有限会社水上食品

金ト醤油合資会社 千葉県漁業協同組合連合会 南九州コカ・コーラボトリング株式会社

カネ美食品株式会社 チムニー株式会社 株式会社美濃吉食品

釜石地方森林組合 株式会社中央軒煎餅 株式会社 美濃吉

上高地みそ株式会社 中央化学株式会社 株式会社美濃忠

亀田製菓株式会社 一般社団法人超人シェフ倶楽部 三原工業株式会社

刈屋建設株式会社 株式会社つえエーピー 株式会社三保造船所

カルビー株式会社 津軽味噌醤油株式会社 宮坂醸造株式会社

カルピス株式会社 株式会社辻本運送 宮坂米菓㈱

有限会社川崎造材 株式会社デイリーはやしや 宮島石油販売株式会社
川商フーズ株式会社 テーオー食品株式会社 明星食品株式会社
関東燃料企業組合 テーブルマーク株式会社 株式会社武蔵野
カンロ株式会社 株式会社テスティパル 株式会社武蔵野フーズ
キーコーヒー株式会社 デラバル株式会社 明治チューインガム株式会社
菊池食品工業株式会社 天狗缶詰株式会社 明治ライスデリカ株式会社
株式会社菊家 天然素材株式会社 株式会社明治
きこり倶楽部 株式会社東栄リーファーライン 有限会社明治屋商店
株式会社岸本組 東海漬物株式会社 名糖産業株式会社
株式会社木曽路 東京都漬物事業協同組合 株式会社モスフードサービス
株式会社喜代屋 東京コカ・コーラボトリング株式会社 株式会社もち吉
北千生氣株式会社 株式会社東京一番フーズ 株式会社桃屋
北見通運株式会社 株式会社東京正直屋 モランボン株式会社
有限会社喜多屋醸造店 東京カリント株式会社 森文醸造株式会社
キッコーマン株式会社 遠野地区国有林材生産協同組合 森永製菓株式会社
有限会社杵屋米穀 株式会社東ハト 森永乳業株式会社
株式会社きむら食品 東名化学工業株式会社 森を育む紙製飲料容器普及協議会
キムラ漬物宮崎工業株式会社 東洋水産株式会社 株式会社ヤクルト本社
株式会社ギャバン 東洋精糖株式会社 株式会社八幡水産
九星飲料工業株式会社 常盤堂製菓株式会社 株式会社山内本店
九州国有林関連団体等連絡協議会 株式会社ときわ給食センター ヤマウチ調理食品株式会社
キユーピー株式会社 株式会社戸澤建設 株式会社山形組
喬宝漬物株式会社 利根コカ・コーラボトリング株式会社 ヤマキ株式会社
共和水産株式会社 苫小牧弁当仕出協同組合 ヤマキ株式会社沼津支店
共同船舶株式会社 巴屋清信有限会社 株式会社山口商事
株式会社極洋 株式会社巴山組 ヤマザキナビスコ株式会社
極洋水産株式会社 株式会社虎屋 山崎製パン株式会社
キリンビバレッジ株式会社 株式会社ナオイ 山科建設株式会社
キリン協和フーズ株式会社 株式会社ナガイ 山印醸造株式会社
株式会社キンカ 那賀川すぎ共販協同組合 株式会社ヤマタネ
キング醸造株式会社 株式会社中清 ヤマダイ食品株式会社
株式会社金吾堂製菓 株式会社中西ハム 株式会社大和金属
株式会社金太郎飴本店 株式会社ナガノトマト 山本建設株式会社
株式会社クサマ 株式会社中村屋 山六給食株式会社
株式会社工藤パン 株式会社中村荷役 株式会社八幡屋
工藤建設株式会社 有限会社中村醸造場 ヤンマー株式会社
クラシエフーズ株式会社 有限会社中村二三商店 ユアサ・フナショク株式会社
株式会社グリーンハウス 株式会社中屋商店 株式会社由比缶詰所
グリーンワイド合同会社 那須建設株式会社 有楽製菓株式会社
グリコ栄養食品株式会社 株式会社なとり 雪印メグミルク株式会社
有限会社桑畑青果 株式会社成田林業土木 ユニ・チャーム株式会社
気仙地方森林組合 株式会社にしき堂 養命酒製造株式会社
元気寿司株式会社 有限会社二反田醤油店中津工場 横手建設株式会社
株式会社湖池屋 日欧商事株式会社 横屋建設株式会社
交易食品株式会社 日仏貿易株式会社 吉岡運送株式会社
甲信食糧株式会社 株式会社ニチレイフーズ 株式会社吉田ハム
有限会社糀屋本藤醸造舗 日清オイリオグループ株式会社 株式会社吉野家ホールディングス
株式会社神戸屋 日清シスコ株式会社 吉見運送有限会社
株式会社洸洋 日清食品ホールディングス株式会社 株式会社吉村甘露堂



順不同

農林水産大臣感謝状贈呈企業、団体一覧

ゴールドパック株式会社 株式会社日清製粉グループ本社 有限会社四井製麺工場
コーレル株式会社 日東富士製粉株式会社 米屋株式会社
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 日本クラフトフーズ株式会社 株式会社ライフフーズ
コカ・コーラウエスト株式会社 日本ケロッグ合同会社 利恵産業株式会社
有限会社穀平味噌醸造場 日本コカ・コーラ株式会社 陸前高田市森林組合
株式会社小嶋屋 日本水産株式会社 陸中造林有限会社
寿建設株式会社 日本調味食品株式会社 株式会社リンガーハット
コメックス株式会社 株式会社日本フーズデリカ 株式会社ロッテ
米常炊飯サービス株式会社 日本ブライス株式会社 和歌山県漬物組合連合会
子守食品株式会社 一般社団法人日本乳業協会 和光堂株式会社
株式会社コロワイド 日本製粉株式会社 有限会社和高醸造
コンビ株式会社 一般社団法人日本回転寿司協会 株式会社ワコールホールディングス
佐伯海産株式会社 社団法人日本フードサービス協会 株式会社渡英商店
酒井産業株式会社 日本ストロー株式会社 和田製糖株式会社
株式会社さかい 日本テトラパック株式会社 有限会社渡辺商店
株式会社笹原組 社団法人日本炊飯協会 わらべや日洋株式会社
有限会社ササリン 日本ブランド農業事業協同組合 B-Rサーティワンアイスクリーム株式会社
株式会社サッポロライオン 日本ハムグループ日本ドライフーズ株式会社 JAグループ北海道
サッポロ飲料株式会社 日本甜菜製糖株式会社 ＪＦグループ東北太平洋沖地震漁業・漁村災害・復興対策本部

株式会社札幌鹿内青果 日本通運株式会社 株式会社MM＆カンパニー
札幌通運株式会社 日本貨物鉄道株式会社 Toyo-Thai Corporation PLC

注：公表可の確認が取れた企業､団体等を掲載（匿名希望は除く）


