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ホクソウプランニングサービス 9040001036808 なし

（株）北総プランニングサービスs ●

〒 270-2261 TEL： 047-710-2320

松戸市常盤平五丁目１３番地９

代表者： 代表取締役 加藤　ヒサ子

チバケンミンホケンヨボウザイダン 3040005016902 なし

（公財）ちば県民保健予防財団 ● ●

〒 261-0002 TEL： 043-246-0265

千葉市美浜区新港３２番地１４

代表者： 理事長 藤澤　武彦

イリョウホウジンシャダンフクセイカイ 5040005001126 なし

医療法人社団福生会 ● ●

〒 260-0005 TEL： 043-224-7601

千葉市中央区道場南一丁目１２番７号

代表者： 理事長 斎藤　順之

イセカク 3040001065176 なし

（株）伊勢角 ●

〒 277-0021 TEL： 04-7163-3331

柏市中央町２番７号

代表者： 代表取締役 坂巻　洋平

シャカイイリョウホウジンシャダンサツキカイ 9040005008150 なし

社会医療法人社団さつき会 ● ●

〒 299-0246 TEL： 0438-62-1113

袖ケ浦市長浦駅前５丁目２１番地

代表者： 理事長 矢田　洋三

ニシバラヤ 1040001073890 なし

（株）西原屋 ●

〒 294-0045 TEL： 043-246-2121

千葉市中央区登戸１丁目１３番地２１号‐２０６号

代表者： 代表取締役 伊澤　誠一

フジキュウショク 9040001006562 なし

（株）フジ給食 ●

〒 263-0004 TEL： 043-423-2111

千葉市稲毛区六方町２１７番地２

代表者： 代表取締役 安藤　規雅

イリョウホウジンシャダンセイケイカイ 1040005001088 なし

医療法人社団誠馨会 ●

〒 264-0017 TEL： 043-233-0665

千葉市若葉区加曽利町１８３５番地１

代表者： 理事長 中村　孝雄

ケイホクキュウショク 3040001065523 なし

京北給食（株） ●

〒 277-0885 TEL： 04-7154-7471 ●

柏市西原六丁目３番１７号

代表者： 代表取締役 高田　洋助
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スタミナフード 1040001003600 なし

スタミナフード（株） ●

〒 260-0824 TEL： 043-263-4433

千葉市中央区浜野町９８５番地

代表者： 代表取締役 鰐渕　秀章

チバエイセイフクシキョウカイ 1040005001179 なし

（一社）千葉衛生福祉協会 ●

〒 260-0018 TEL： 043-224-2255 ●

千葉市中央区院内一丁目８番１２号

代表者： 代表理事 石渡　亮仁

フクヤマイカ 8040001006522 なし

（株）福山医科 ●

〒 264-0004 TEL： 043-237-1311 ●

千葉市若葉区千城台西一丁目１１番１号

代表者： 代表取締役 福山　茂雄

メディカルサポート 4040001013745 なし ●

（株）メディカルサポート ●

〒 261-0001 TEL： 043-241-6021 ●

千葉市美浜区幸町二丁目２１番２１号

代表者： 代表取締役 桑田　久雄

チバケンコウセイノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ 7040005000043 なし

千葉県厚生農業協同組合連合会 ●

〒 260-0031 TEL： 043-245-7463

千葉市中央区新千葉３丁目２番６号

代表者： 代表理事会長 林　茂壽

シンバシショクヒン 8040001003206 なし

新橋食品（株） ●

〒 262-0003 TEL： 043-258-4511 ●

千葉市花見川区宇那谷町１５０４番地４

代表者： 代表取締役 高山　薫

イリョウホウジンシャダンソウゾウカイ 2040005013850 なし

医療法人社団創造会 ●

〒 270-1101 TEL： 04-7189-1111

我孫子市布佐８３４番地２８

代表者： 理事長 土井　紀弘

カシワドキネンザイダン 9040005016814 なし

（一財）柏戸記念財団 ●

〒 260-0854 TEL： 043-225-5561

千葉市中央区長洲二丁目２１番８号

代表者： 代表理事 柏戸　正英

イリョウホウジンシャダンフショウカイ 4040005001127 なし

医療法人社団普照会 ●

〒 260-0027 TEL： 043-245-8811

千葉市中央区新田町１番１６号

代表者： 理事長 中村　博敏
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キミツケンコウセンター 7040005016774 なし

（一財）君津健康センター ● ●

〒 299-1141 TEL： 0439-55-6889

君津市君津１番地

代表者： 理事長 三浦　正巳

シャカイイリョウホウジンシャダンキオロシカイ 2040005005344 なし

社会医療法人社団木下会 ●

〒 270-2251 TEL： 047-384-8111

松戸市金ケ作１０７番地の１

代表者： 理事長 鈴木　隆夫

チバヤクヒン 3040001004935 なし

（株）千葉薬品 ●

〒 260-8564 TEL： 043-248-0089

千葉市中央区問屋町１番３５号

代表者： 代表取締役 八川　昭仁

イリョウホウジンシャダンヤシノキカイ 5040005004789 なし

医療法人社団やしの木会 ●

〒 279-0021 TEL： 047-352-2115

浦安市東野三丁目４番１４号

代表者： 理事長 高須　信美

イリョウホウジンシャダンサノサンフジンカイイン 8040005004514 なし

医療法人社団佐野産婦人科医院 ●

〒 279-0001 TEL： 047-352-5705

浦安市当代島１丁目３番２２号

代表者： 理事長 今野　秀洋

マルスズ 4040001007160 なし

（株）丸鈴 ●

〒 260-0045 TEL： 043-255-7225

千葉市中央区弁天四丁目１１番３号

代表者： 代表取締役 鈴木　章浩

リエイ 3040001030114 なし ● ● ● ●

（株）リエイ ●

〒 279-0012 TEL： 047-305-7766 ●

浦安市入船一丁目５番２号

代表者： 代表取締役 椛澤　一
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ウエマツキュウショクセンター 7040002077175 なし

（有）植松給食センター ●

〒 283-0802 TEL： 0475-52-3445

東金市東金１２１６番地

代表者： 代表取締役 植松　孝子

ナリタフードサービス 9040001043085 なし

ナリタフードサービス（株） ●

〒 286-0117 TEL： 0476-35-2266

成田市三里塚光ケ丘１番地６４０

代表者： 代表取締役 宮前　孝次

ツキシバ 3040002100956 なし

（有）月芝 ●

〒 296-0001 TEL： 04-7092-2763

鴨川市横渚８４９番地

代表者： 代表取締役 山下　陽子

エガオパートナーズ 4040001091857 なし

えがおパートナーズ（株） ● ● ● ●

〒 277-0005 TEL： 04-7105-0813 ● ●

柏市柏５丁目７番２３号　サンシティビル３Ｆ

代表者： 代表取締役 菊池　忠

ハナブサセイカ 8040001074230 なし

花房製菓（株） ●

〒 296-0032 TEL： 04-7092-2368

鴨川市花房６３１番地

代表者： 代表取締役 刈込　孝

スマイル 6040001076377 なし

（株）スマイル ●

〒 275-0026 TEL： 047-451-1080

習志野市谷津四丁目４番１０号

代表者： 代表取締役 池田　博
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ナカジマ 1040002038257 なし

（有）なかじま ●

〒 273-0125 TEL： 047-443-8720

鎌ヶ谷市初富本町一丁目２３番３１号

代表者： 代表取締役 中島　立也

ワンオフ 3040002074515 なし

（有）ワンオフ ●

〒 290-0004 TEL： 0436-74-4621

市原市辰巳台西５丁目１番地９

代表者： 代表取締役 中島　拓

シェフキッチン 2040003011039 なし

（同）シェフ・キッチン ●

〒 285-0025 TEL： 043-375-9574

佐倉市鏑木町１丁目７番地６９

代表者： 代表 伊藤　稔
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ニッシンイリョウショクヒン 9010001063474 ヒガシカントウシテン

日清医療食品（株） 日清医療食品（株）　東関東支店 ●

〒 100-6420 TEL： 03-3287-3611 〒 260-0028 TEL： 043-204-2121 ●

東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 千葉市中央区新町１０００番地 太田　衛

代表者： 代表取締役社長 菅井　正一

エフエスユニマネジメント 7010401089360 なし

（株）エフエスユニマネジメント ●

〒 108-0023 TEL： 03-5442-7661

東京都港区芝浦三丁目４番１号

代表者： 代表取締役 菊地　秀二

セラム 6180001049880 なし

（株）セラム ● ●

〒 462-0825 TEL： 052-910-3533

愛知県名古屋市北区大曽根一丁目２６番２３号

代表者： 代表取締役 玉置　正樹

トウキョウケータリング 3011001030453 なし

東京ケータリング（株） ●

〒 101-0061 TEL： 03-3234-7811

東京都千代田区神田三崎町三丁目２番１４号

代表者： 代表取締役 吉田　和民

メフォス 8010401093122 なし

（株）メフォス ●

〒 107-0052 TEL： 03-6234-7600

東京都港区赤坂二丁目２３番１号

代表者： 代表取締役 岡田　泰紀

フジサンギョウ 7010401026784 なし

富士産業（株） ●

〒 105-0004 TEL： 03-5400-6111

東京都港区新橋五丁目３２番７号

代表者： 代表取締役 中村　勝彦

フジショクヒンショウジ 4030001056852 なし

富士食品商事（株） ●

〒 356-0004 TEL： 049-267-7979

埼玉県ふじみ野市上福岡二丁目６番１０号

代表者： 代表取締役 後藤　正之

ユウコウカイ 2030005014750 ギョウトクチュウオウクリニック

（医）友康会 （医）友康会　行徳中央クリニック ●

〒 357-0063 TEL： 042-973-3311 〒 272-0136 TEL： 047-395-8711

埼玉県飯能市飯能１１８５番地 市川市新浜１丁目１１番地１号 三浦　宏康

代表者： 理事長 三浦　宏康

シダックスダイシントウヒューマンサービス 4012401019176 チバエイギョウショ ● ●

シダックス大新東ヒューマンサービス（株） シダックス大新東ヒューマンサービス（株）　千葉営業所 ● ●

〒 182-0021 TEL： 03-6632-5026 〒 262-0033 TEL： 043-275-4147 ● ●

東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 千葉市花見川区幕張本郷７丁目８番１０号 福田　哲

代表者： 代表取締役 関口　昌太朗
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レパスト 4010001061160 なし

（株）レパスト ● ●

〒 104-0061 TEL： 03-3541-3161

東京都中央区銀座七丁目１３番８号

代表者： 代表取締役 西　剛平

テンリュウ 6021001025557 なし

（株）天柳 ●

〒 252-0002 TEL： 046-298-7766

神奈川県座間市小松原一丁目１５番１８号

代表者： 代表取締役 山寺　範佳

トウヨウショクヒン 2010501035764 なし

（株）東洋食品 ●

〒 110-0015 TEL： 03-3836-1291

東京都台東区東上野一丁目１４番４号

代表者： 代表取締役 荻久保　英男

トウホウヤクヒン 5010901023507 チバエイギョウブ

東邦薬品（株） 東邦薬品（株）　千葉営業部 ●

〒 155-8655 TEL： 03-3419-7811 〒 263-0016 TEL： 043-254-2020 ●

東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 千葉市稲毛区天台５丁目２１番１５号 手嶋　剛

代表者： 代表取締役 馬田　明

コウノイケメディカル 7010001058872 チバエイギョウショ ● ●

鴻池メディカル（株） 鴻池メディカル（株）　千葉営業所 ●

〒 100-0006 TEL： 03-3580-3860 〒 290-0045 TEL： 0436-24-6301

東京都千代田区有楽町一丁目６番４号 市原市五井南海岸８番の１ 西丸　重喜

代表者： 代表取締役 本村　明則

ニホンキュウショク 8011701006021 なし

日本給食（株） ●

〒 132-0021 TEL： 03-3652-6251

東京都江戸川区中央一丁目１６番１９号

代表者： 代表取締役 萩原　和大

ニホンメガケア 2011401003365 ヒガシカントウシテン ● ●

日本メガケア（株） 日本メガケア（株）　東関東支店 ●

〒 174-0041 TEL： 03-5914-3012 〒 264-0037 TEL： 043-284-0301 ●

東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号 千葉市若葉区源町５５１番地７ 水嶋　勝幸

代表者： 代表取締役 江頭　淳一

エムエムコーポレーション 2010001005697 なし

（株）ＭＭコーポレーション ●

〒 113-0033 TEL： 03-3816-3546 ●

東京都文京区本郷三丁目４番６号

代表者： 代表取締役 北内　秀明

エーシーエーネクスト 4010501016374 なし

ＡＣＡ　Ｎｅｘｔ（株） ●

〒 105-0003 TEL： 03-5821-6351

東京都港区西新橋一丁目１６番３号

代表者： 代表取締役 方山　典優
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フジキュウショクセンター 9010601007855 なし

（株）藤給食センター ●

〒 135-0042 TEL： 03-3699-0488

東京都江東区木場六丁目１５番６号

代表者： 代表取締役 小川　祐司

ハーベストネクスト 9020001118145 なし

ハーベストネクスト（株） ●

〒 240-0004 TEL： 045-336-1120

神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地

代表者： 代表取締役 脇本　実

イリョウホウジンザイダンソウユウカイ 8010005000813 なし

医療法人財団綜友会 ●

〒 102-0075 TEL： 03-3200-1540

東京都千代田区三番町２８番６号　グラン三番町３０６号

代表者： 理事長 鈴木　武夫

エームサービス 2010401004266 なし

エームサービス（株） ●

〒 107-0052 TEL： 03-6234-7500

東京都港区赤坂二丁目２３番１号

代表者： 代表取締役社長 山村　俊夫

イリョウホウジンシャダンキョウユウカイ 8030005010463 なし

医療法人社団協友会　 ●

〒 277-0841 TEL： 047-425-1153

埼玉県吉川市大字平沼１１１番地

代表者： 理事長 平岡　邦彦

ソラスト 3010001032864 チバシシャ ●

（株）ソラスト （株）ソラスト　千葉支社 ● ●

〒 108-8210 TEL： 03-3450-2610 〒 260-0027 TEL： 043-246-0667

東京都港区港南一丁目７番１８号 千葉市中央区新田町１番１号　ＩＭＩ未来ビル　２階 本田　裕司

代表者： 代表取締役 藤河　芳一

サイサン 9030001003544 ミナミカントウシテン ●

（株）サイサン （株）サイサン　南関東支店 ●

〒 330-0854 TEL： 048-641-8211 〒 124-0022 TEL： 03-3696-2113 ●

埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 東京都葛飾区奥戸４‐１８‐１８ 菊池　豊

代表者： 代表取締役社長 川本　武彦

クリバライリョウキカイテン 4070001022669 チバエイギョウショ

（株）栗原医療器械店 （株）栗原医療器械店　千葉営業所 ●

〒 373-8557 TEL： 0276-37-8192 〒 260-0001 TEL： 043-235-7631 ●

群馬県太田市清原町４番地の６ 千葉市中央区都町９８０番３ 新井　隆司

代表者： 代表取締役 栗原　勝

セイレイフクシジギョウダン 8080405000142 セイレイサクラシミンビョウイン

（福）聖隷福祉事業団 （福）聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 ●

〒 430-0906 TEL： 053-413-3300 〒 285-8765 TEL： 043-486-0006 ●

静岡県浜松市中区住吉二丁目１２番１２号 佐倉市江原台２丁目３６番２ 佐藤　愼一

代表者： 理事長 山本　敏博
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スズケン 1180001017009 チバシテン

（株）スズケン （株）スズケン　千葉支店 ●

〒 461-8701 TEL： 052-961-2331 〒 263-8533 TEL： 043-254-4151

愛知県名古屋市東区東片端町８番地 千葉市稲毛区穴川三丁目３番１７号 宇山　久生

代表者： 代表取締役 宮田　浩美

ハーベスト 1020001010441 なし ●

ハーベスト（株） ●

〒 240-0004 TEL： 045-336-1101 ●

神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２丁目１２０番地

代表者： 代表取締役 脇本　実

ニッキョウクリエイト 6010701023482 なし

（株）日京クリエイト ●

〒 140-0013 TEL： 03-5767-2370 ●

東京都品川区南大井六丁目１６番１９号

代表者： 代表取締役 織田　和彦

シダックスコントラクトフードサービス 5012401007857 なし

シダックスコントラクトフードサービス（株） ●

〒 182-0021 TEL： 03-6731-9260 ●

東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３

代表者： 代表取締役 杉山　充

ニチイガッカン 3010001025868 なし ●

（株）ニチイ学館 ● ● ● ●

〒 101-8688 TEL： 03-3291-2121 ● ●

東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地

代表者： 代表取締役 森　信介

レオック 7010401086168 なし

（株）ＬＥＯＣ ●

〒 100-0004 TEL： 03-5220-8550

東京都千代田区大手町１丁目１番３号

代表者： 代表取締役 小野寺　裕司

デンショウジ 3020001005349 チバエイギョウショ

田商事（株） 田商事（株）　千葉営業所 ●

〒 246-0023 TEL： 045-366-2352 〒 273-0002 TEL： 047-409-5464

神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東二丁目３８番地１ 船橋市東船橋四丁目３３番１号 國井　啓祐

代表者： 代表取締役 田丸　富三

ニホンステリ 6010001033793 なし

日本ステリ（株） ●

〒 101-0054 TEL： 03-3292-1610 ● ●

東京都千代田区神田錦町一丁目１９番１号　神田橋パークビル

代表者： 代表取締役社長 酒井　一也

イノメディックス 2010001004773 なし ●

（株）イノメディックス ●

〒 112-0002 TEL： 03-3814-3645 ●

東京都文京区小石川四丁目１７番１５号

代表者： 代表取締役 二之宮　義泰

支店長
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ニホンキョウイククリエイト 3011101036326 チバシシャ

（株）日本教育クリエイト （株）日本教育クリエイト　千葉支社 ●

〒 160-0023 TEL： 03-5909-1509 〒 273-0005 TEL： 047-411-3671 ●

東京都新宿区西新宿一丁目２３番７号　新宿ファーストウエスト 船橋市本町七丁目１１番５号　ＫＤＸ船橋ビル６階 伊藤　誠

代表者： 代表取締役 鳥居　敏

イリョウホウジンシャダンシントラノモンカイ 5010605001767 シンウラヤストラノモンクリニック

医療法人社団新虎の門会 医療法人社団新虎の門会　新浦安虎の門クリニック ● ●

〒 136-0073 TEL： 03-6914-8818 〒 279-0013 TEL： 047-381-2077 ●

東京都江東区北砂七丁目６番２号 浦安市日の出２丁目１番５号 大前　由美

代表者： 理事長 大前　利道

ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウ 6040005003798 フナバシチュウオウビョウイン

独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構　船橋中央病院 ●

〒 108-0074 TEL： 03-5791-8220 〒 273-8556 TEL： 047-433-5885

東京都港区高輪三丁目２２番１２号 船橋市海神六丁目１３番１０号 横須賀　收

代表者： 理事長 尾身　茂

シダックスフードサービス 2012401034061 なし

シダックスフードサービス（株） ●

〒 182-0021 TEL： 047-460-0680 ●

東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３

代表者： 代表取締役 白田　豊彦

ニホンチョウザイ 9010001064753 なし ●

日本調剤（株） ● ●

〒 100-6737 TEL： 03-6810-0800 ●

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

代表者： 代表取締役社長 三津原　庸介

チイキイリョウシンコウキョウカイ 2010005014562 トウキョウベイウラヤスイチカワイリョウセンター

（公社）地域医療振興協会 （公社）地域医療振興協会　東京ベイ・浦安市川医療センター ●

〒 102-0093 TEL： 03-5210-2921 〒 279-0001 TEL： 047-351-3101

東京都千代田区平河町二丁目６番３号 浦安市当代島３丁目４番３２号 神山　潤

代表者： 理事長 吉新　通康

部長
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フジショウカイ 6011101019261 なし ●

（株）藤商会 ●

〒 169-0075 TEL： 03-3208-7041

東京都新宿区高田馬場１丁目２８番２号

代表者： 代表取締役 藤島　正美

オークス 1011001004657 なし

（株）オークス ●

〒 151-0053 TEL： 03-3320-4880

東京都渋谷区代々木二丁目７番７号

代表者： 代表取締役 三邊　長昭

エムシー 5011001046209 なし

（株）エムシー ●

〒 151-0053 TEL： 03-3374-9873 ●

東京都渋谷区代々木２丁目２７番１１号　ＡＳ‐４ビル

代表者： 代表取締役 森　清一

ヘルスケアトータルソリューションズ 2011401004306 なし

ヘルスケアトータルソリューションズ（株） ● ●

〒 173-0004 TEL： 03-3962-5100

東京都板橋区板橋一丁目６番５号

代表者： 代表取締役 高野　賢裕

ニホンサポートサービス 5010001025874 なし ●

（株）日本サポートサービス ● ● ●

〒 101-0064 TEL： 03-3291-6943 ●

東京都千代田区神田猿楽町二丁目２番１０号

代表者： 代表取締役 籏鉾　吉男

エムエイチアイ 4011101003449 なし ●

（株）エム・エイチ・アイ ● ●

〒 169-0075 TEL： 03-3371-1481 ●

東京都新宿区高田馬場四丁目３９番７号

代表者： 代表取締役 西　寛樹

イフスコヘルスケア 9120001099706 ヒガシニホンシシャ

イフスコヘルスケア（株） イフスコヘルスケア（株）　東日本支社 ●

〒 530-0001 TEL： 06-6458-3929 〒 112-0004 TEL： 03-3868-2687

大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 東京都文京区後楽一丁目１番１０号 山下　英広

代表者： 代表取締役 山岡　直方

マブチショウジ 7013201005578 なし

（株）馬渕商事 ● ●

〒 103-8248 TEL： 03-3278-0010 ●

東京都中央区日本橋一丁目１５番１号パーカービル

代表者： 代表取締役 馬渕　祥正

トウヨウショクヒンフードサービス 7010501009128 なし

（株）東洋食品フードサービス ●

〒 110-0015 TEL： 03-3836-1285

東京都台東区東上野一丁目１４番４号

代表者： 代表取締役 荻久保　英男
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トウキョウカッポウ 7011201003585 なし

東京割烹（株） ●

〒 165-0026 TEL： 03-3389-2131

東京都中野区新井二丁目１番１９号

代表者： 代表取締役 水津　高志

エヌエイシー 8010001140159 なし

（株）エヌ・エイ・シー ●

〒 103-0005 TEL： 03-3501-5501 ●

東京都港区西新橋一丁目６番２１号

代表者： 代表取締役 山崎　直人

イチフジフードサービス 9120001109274 カントウシシャ

一冨士フードサービス（株） 一冨士フードサービス（株）　関東支社 ●

〒 530-0001 TEL： 03-5282-1086 〒 101-0054 TEL： 03-5282-1084

大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 東京都千代田区神田錦町三丁目２０番地 中野　宏勝

代表者： 代表取締役 山岡　直方

ニホンコクミンショク 8120001135239 なし

日本国民食（株） ●

〒 103-0012 TEL： 03-6861-4499

東京都中央区日本橋堀留町二丁目４番３号

代表者： 代表取締役 市川　敏一

アマノソウケン 6180001016022 トウキョウエイギョウショ

（株）あまの創健 （株）あまの創健　東京営業所 ●

〒 461-0001 TEL： 052-931-0101 〒 105-0004 TEL： 03-5472-0776

愛知県名古屋市東区泉二丁目２０番２０号 東京都港区新橋六丁目９番４号新橋六丁目ビル８階 大西　雅則

代表者： 代表取締役社長 天野　源之

フィンク 8010401099235 なし ●

（株）ＦｉＮＣ ● ●

〒 100-0006 TEL： 03-6206-3480 ●

東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号新有楽町ビル５階

代表者： 代表取締役 溝口　勇児

フジノエ 1010601005206 なし

（株）藤江 ●

〒 130-0026 TEL： 03-5625-5811

東京都墨田区両国一丁目１０番７号

代表者： 代表取締役 益子　純子

ニチダン 2120001006065 トウキョウホンブ

（株）ニチダン （株）ニチダン　東京本部 ●

〒 545-0021 TEL： 06-6623-2551 〒 101-0063 TEL： 03-3256-8491

大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目３番５号 東京都千代田区神田淡路町１丁目１１番３号　淡路町ＭＨアネックス４階 清水　利昭

代表者： 代表取締役 小笠原　力一

テスティパル 3120001084977 なし

（株）テスティパル ●

〒 541-0058 TEL： 06-6535-6161

大阪府大阪市中央区南久宝寺町四丁目３番５号

代表者： 代表取締役 藤井　俊成
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イートランド 5060001000451 なし

イートランド（株） ●

〒 321-0968 TEL： 028-638-5655

栃木県宇都宮市中今泉一丁目２２番１２号

代表者： 代表取締役 高久　和男

エムアイシー 9010001086062 なし

（株）エム・アイ・シー ● ●

〒 113-0034 TEL： 03-3832-6181

東京都文京区湯島三丁目３７番４号

代表者： 代表取締役 丹羽　弘

トウトキュウショク 6010601013781 なし

東都給食（株） ●

〒 130-0022 TEL： 03-3634-3976

東京都墨田区江東橋一丁目１６番２号

代表者： 代表取締役社長 藤澤　弘之

メディアスソリューション 9070001024867 なし ●

メディアスソリューション（株） ●

〒 101-0041 TEL： 03-5256-0270

東京都千代田区神田須田町一丁目８‐４　陽友神田ビル６Ｆ

代表者： 代表取締役 古木　壽幸

コウヨウフードサービス 5020001117761 なし

（株）光洋フードサービス ●

〒 236-0004 TEL： 045-752-7000

神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目５番１号

代表者： 代表取締役 高木　孝昌

ホスピタルパートナーズ 2010001088528 なし

（株）ホスピタルパートナーズ ●

〒 101-0054 TEL： 03-5280-7072 ●

東京都千代田区神田錦町三丁目１１番地

代表者： 代表取締役 萩原　清次

ニホンメディカ 8010901020930 なし

（株）日本メディカ ●

〒 191-0031 TEL： 03-5388-9515

東京都日野市高幡５０７番地４‐４１３

代表者： 代表取締役 益田　純子

ハートライフ 8010901009619 なし

（株）ハートライフ ●

〒 156-0051 TEL： 03-3428-6399

東京都世田谷区宮坂三丁目１２番１７号

代表者： 代表取締役 和光　俊雄

メディブレーン 2120001090761 なし ●

（株）メディブレーン ●

〒 540-0025 TEL： 06-6946-1128 ●

大阪府大阪市中央区徳井町二丁目４番１４号

代表者： 代表取締役 小島　啓太
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ニホンフードキャスト 3013301032385 なし ● ● ● ●

（株）日本フードキャスト ● ●

〒 170-0013 TEL： 03-5928-5886

東京都豊島区東池袋三丁目２０番３号

代表者： 代表取締役 山田　稔

コアジャパン 4120001137734 なし ●

（株）コアジャパン ●

〒 550-0002 TEL： 06-6147-7736

大阪府大阪市西区江戸堀三丁目１番３１号Ｒ＆Ｈビル３階

代表者： 代表取締役 安田　剛

エアウォーターメディエイチ 6012401009753 なし

エア・ウォーター・メディエイチ（株） ●

〒 141-0031 TEL： 03-5437-5951

東京都品川区西五反田二丁目１２番３号

代表者： 代表取締役 石川　直由

トウキョウテンリュウ 6010001005280 なし

（株）東京天竜 ●

〒 113-0033 TEL： 03-3813-3495

東京都文京区本郷一丁目２８番１０号

代表者： 代表取締役 東　雅臣

レクトン 7010001060647 なし

（株）レクトン ●

〒 104-0033 TEL： 03-3551-5554

東京都中央区新川一丁目１７番２５号

代表者： 代表取締役 岩見　竜作

グリーンハウス 8011101032089 なし

（株）グリーンハウス ●

〒 163-1477 TEL： 03-3379-1215

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号

代表者： 代表取締役 田沼　千秋

エムシーヘルスケア 8010401084666 なし

エム・シー・ヘルスケア（株） ●

〒 108-0075 TEL： 03-5781-7800

東京都港区港南２丁目１６番１号品川イーストワンタワー１２階

代表者： 代表取締役 木村　真敏

カイテック 4011101004406 なし

（株）カイテック ● ● ●

〒 162-0065 TEL： 03-3351-1293 ●

東京都新宿区住吉町１番１５号

代表者： 代表取締役 皆川　芳弘

マインド 7010601041807 なし

（株）マインド ●

〒 136-0072 TEL： 03-3633-6131

東京都江東区大島三丁目１５番１０号

代表者： 代表取締役 北川　昂
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アルフレッサメディカルサービス 1010601030781 なし

アルフレッサメディカルサービス（株） ●

〒 101-0047 TEL： 03-6895-7980 ●

東京都千代田区内神田一丁目１２番１号

代表者： 代表取締役 中村　精司

ダリマネージメント 4011001053008 なし

ダリ・マネージメント（株） ●

〒 103-0012 TEL： 03-6276-6878

東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１０号　

代表者： 代表取締役 番場　省吾

キョウリツキュウショク 4011001006304 なし

協立給食（株） ●

〒 151-0051 TEL： 03-5414-3371

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目３０番３号

代表者： 代表取締役社長 高村　充

エヌジェーシー 5010001067669 エイギョウホンブトウキョウシシャ ●

（株）エヌジェーシー （株）エヌジェーシー　営業本部東京支社 ● ● ●

〒 103-0028 TEL： 03-3231-4540 〒 103-0028 TEL： 03-3231-4540 ●

東京都中央区八重洲一丁目８番１７号　新槇町ビル６階 東京都中央区八重洲一丁目８番１７号　新槇町ビル６階 古賀　茂

代表者： 代表取締役 安田　貞美

イリョウホウジンシャダンニッケンカイ 4010605000547 なし

医療法人社団日健会 ● ●

〒 136-0071 TEL： 03-3684-3971 ●

東京都江東区亀戸六丁目５６番１５号ビジョナリー４　３階３０１号

代表者： 理事長 大野　嘉章

ドクターネット 7010401088511 なし

（株）ドクターネット ●

〒 105-0012 TEL： 03-3459-5665 ●

東京都港区芝大門二丁目５番５号

代表者： 代表取締役 長谷川　雅子

コトブキショクヒン 7021001012075 なし

（株）寿食品 ●

〒 252-0238 TEL： 042-752-2880

神奈川県相模原市中央区星が丘三丁目８番１６号

代表者： 代表取締役 鹿島　敏裕

トウキョウフードサービス 4010901008054 なし

東京フードサービス（株） ●

〒 154-0015 TEL： 03-3439-3611

東京都世田谷区桜新町二丁目２７番２３号

代表者： 代表取締役 村上　彰

フジサンギョウ 3010401026904 なし

フジ産業（株） ●

〒 105-0001 TEL： 03-3434-8901

東京都港区虎ノ門三丁目２２番１号　虎ノ門桜ビル

代表者： 代表取締役 久田　和紀
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ニッコクトラスト 3010001025934 なし

（株）ニッコクトラスト ●

〒 103-0012 TEL： 03-6861-4451

東京都中央区日本橋堀留町二丁目４番３号

代表者： 代表取締役 若生　喜晴

クレモナカイ 2030005013488 なし

（医）クレモナ会 ●

〒 360-0843 TEL： 048-533-8858

埼玉県熊谷市三ケ尻４８番地

代表者： 理事長 大井田　隆

トウショク 4010601007661 なし

（株）トウショク ●

〒 136-0071 TEL： 03-5609-8001

東京都江東区亀戸六丁目１４番３号

代表者： 代表取締役 林　裕人

ヒトワフードサービス 2010001096448 なし

ＨＩＴＯＷＡフードサービス（株） ●

〒 106-0032 TEL： 03-6738-6114

東京都港区六本木一丁目４番５号アークヒルズサウスタワー

代表者： 代表取締役 嘉村　浩

エコーライフ 1020001000062 なし

エコーライフ（株） ●

〒 247-0006 TEL： 045-894-7481

神奈川県横浜市栄区笠間二丁目１７番４号

代表者： 代表取締役 諏訪　以江子

サンギョウホケンキョウカイ 4010805000041 なし

（一財）産業保健協会 ●

〒 146-0095 TEL： 03-5482-0801

東京都大田区多摩川一丁目３番１８号

代表者： 代表理事　理事長 木村　佑介

エムデイエス 2340001000657 なし ●

（株）エム・デイ・エス ●

〒 890-0064 TEL： 099-255-1413 ●

鹿児島県鹿児島市鴨池新町５番２２号

代表者： 代表取締役 前田　良邦

ガリバーインターナショナル 8120001110332 トウキョウエイギョウホンブ ●

ガリバー・インターナショナル（株） ガリバー・インターナショナル（株）　東京営業本部 ●

〒 531-0072 TEL： 06-6485-3000 〒 103-0025 TEL： 03-3661-3510 ●

大阪府大阪市北区豊崎三丁目６番１７号 東京都中央区日本橋茅場町３丁目４番２号 倉林　敏明

代表者： 代表取締役社長 倉林　敏明

メディカルノート 7011001102645 なし ●

（株）メディカルノート ●

〒 150-0002 TEL： 03-6419-0822

東京都渋谷区渋谷三丁目１１番１１号　ＩＶＹイーストビル９Ｆ

代表者： 代表取締役 梅田　裕真
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ハガクレユウシン 5180001014753 なし

葉隠勇進（株） ●

〒 108-0014 TEL： 03-3457-3000

東京都港区芝四丁目１３‐３　ＰＭＯ田町東１０Ｆ

代表者： 代表取締役 大隈　太嘉志

エシック 1010001011928 なし

（株）エシック ●

〒 102-0081 TEL： 03-3234-3300

東京都千代田区富士見２丁目１０番２号

代表者： 代表取締役 森　豊隆

シーアンドシーコミットメント 2240001044994 なし

Ｃ＆Ｃコミットメント（株） ●

〒 733-0032 TEL： 082-961-5515 ●

広島県広島市西区東観音町２番１５号

代表者： 代表取締役 黒岩　育

タイショウオーディット 1010901006886 なし

（株）大正オーディット ●

〒 158-0094 TEL： 03-6805-6251

東京都世田谷区玉川二丁目２１番１号　二子玉川ライズ・オフィス７Ｆ

代表者： 代表取締役 千葉　豊喜

ジーエスエフ 2011101064773 なし

（株）ジーエスエフ ●

〒 163-1477 TEL： 03-6276-3875

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号

代表者： 代表取締役 善田　高志
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トーコーフーズ 8010601031402 なし

（株）トーコーフーズ ●

〒 136-0072 TEL： 03-5625-2711

東京都江東区大島一丁目２番１号‐３２０４

代表者： 代表取締役 中野　麗子

ドゥーダ 7012302007483 なし

（株）ドゥーダ ●

〒 103-0012 TEL： 03-6300-4081 ●

東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１０号　

代表者： 代表取締役 番場　省吾

トウキョウイリョウショウジ 5011701005298 なし

東京医療商事（株） ●

〒 133-0051 TEL： 03-3659-1121

東京都江戸川区北小岩一丁目１１番６号

代表者： 代表取締役 千葉　昌範

エスケイアイパートナーズ 6240001043480 なし

エスケイアイパートナーズ（株） ●

〒 733-0032 TEL： 082-961-5581 ●

広島県広島市西区東観音町２番１５号

代表者： 代表取締役 松長　昭憲

タケヒト 5021001055935 なし

（株）武仁 ●

〒 252-0303 TEL： 042-705-6200

神奈川県相模原市南区相模大野七丁目２４番１５‐４０６号

代表者： 代表取締役 峯尾　勇太郎

ホーユー 5240001024325 なし

（株）ホーユー ●

〒 730-0843 TEL： 082-577-0035

広島県広島市中区舟入本町１７番１号

代表者： 代表取締役 山浦　芳樹
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