
（敬称略・順不同）
(株)ヨコオデイリーフーズ 浦和中央青果市場(株) (株)かわせ (株)茨城新聞社　土浦・つくば支部社 (株)田島屋 (株)オーエムツーミート

21世紀商業開発(株) エースコック(株) (株)きのこ流通センター (株)海東ブラザース (株)正栄デリシィ 亀田製菓(株)

ＤＣＭホーマック(株) 江崎グリコ(株) (株)クレオ (株)海星ムサシ (株)種清 カルビー(株)

ｅＢＡＳＥ(株) エスケイエム(株) (株)サンキュー (株)榎清 (株)中央フーズ 川達水産(株)

ＪＡ全農青果センター(株) エスビー食品(株) (株)サンズジャパン (株)エフピコ (株)ツカモトコーポレーション カンロ(株)

ＪＴＢ虎ノ門支店 エスフーズ(株) (株)システムベース (株)大倉商事 (株)津久勝 環境整備(株)

ＪＡ水戸 エバラ食品工業(株) (株)ジャパンビバレッジイースト (株)大森屋 (株)鶴田食品千葉 関東建設工業(株)

ＮＴＴ東日本　茨城支店 近江秀晴 (株)ショクリュ－ (株)オリエンタル商事 (株)寺岡精工 関東日本フード(株)

ＳＢＳロジコム(株) 大塚製薬(株) (株)スーパーメイト (株)加藤美蜂園本舗 (株)東京堂 関東ビルメンテナンス(株)

ＵＣＣ上島珈琲(株) 大船渡温泉 (株)セイブ (株)かね貞 (株)東京デーリー 関東マルワ産業(株)

UHA味覚糖(株) 大堀電気工事(株) (株)セーフティー・ネット (株)河嶋工芸 (株)東京めいらく キーコーヒー(株)

ＷＷＦジャパン 大堀メンテナンス(株) (株)セキ薬品 (株)河満 (株)東武警備サポート キッコーマン食品(株)

赤城水産(株) 岡本(株) (株)ダイショー (株)関東建創 (株)永谷園 キユーピー(株)

あけぼのパン(株) 小川畜産食品(株) (株)太洋社印刷所 (株)紀文 (株)中山設計事務所 共同水産(株)

浅田太佳子 オタフクソース(株) (株)タカキフードサービスパートナーズ (株)久月総本舗 (株)ナックス 協同乳業(株)

アサヒ飲料(株) オハヨー乳業(株) (株)でん六 (株)協栄エイアンドアイ (株)西川 キリンビール(株)

旭化成(株) カゴメ(株) (株)トーエル (株)京セラソーラーコーポレーション (株)日本香堂 キリンビバレッジ(株)

旭食品(株) 鹿島リース(株) (株)トヨタレンタリース茨城 (株)極洋 (株)日本商業企画研究所 クレハ錦建設(株)関東支店

アサヒビール(株) 春日井製菓販売(株) (株)ナカノフドー建設 (株)金吾堂製菓 (株)日本食糧新聞社 京成電鉄(株)

あじたま販売(株) 片岡物産(株) (株)ナシオ (株)久島農産 (株)日本デリカフレッシュ 鴻池運輸（株）

味の素ＡＧＦ(株) カバヤ食品(株) (株)ニチレイフーズ (株)工藤青果 (株)日本アクセス茨城支店 広洋食品(株)

アズフィット(株) (株)ＩＲＳ (株)ニチレイフレッシュ (株)熊谷青果市場 (株)浜食 コカ・コーラボトラーズジャパン(株)

ｱﾗﾏｰｸﾕﾆﾌｫｰﾑｻｰﾋﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） (株)Ｊ－オイルミルズ (株)ハラキン (株)クリタエイムデリカ (株)東ハト 国分関信越(株)

アヲハタ(株) (株)Ｍ.Ｉ.Ｔホールディングス (株)ファーマインド (株)グローバルフーズ (株)日立製作所 コンフェックス(株)

イーアス販売会 (株)Ｍｉｚｋａｎ (株)フィールドロジック (株)湖池屋 (株)日辰建設 西海食品(株)

飯塚運輸(株) (株)ＳＣミート (株)フードリエ (株)恋瀬産業 (株)ピックルスコーポレーション サッポロビール(株)

飯山中央市場(株) (株)アーバン (株)フケタ設計 (株)高速 （株）平井カンパニー サンエス通信建設(株)

イオンタウン守谷販売会 (株)アールシー (株)フレスト (株)幸田商店 (株)平泉レストセンター 三共貨物自動車(株)

イオンディライト(株) (株)アイズ （株）フレックス (株)神戸屋 (株)富士屋 三幸製菓(株)

イオンベーカリー(株) (株)アイネス (株)ベニレイ (株)コーワ食品 (株)富士薬品 サントリー酒類(株)

イカリ消毒（株） (株)アキバ (株)マーメイドベーカリーパートナーズ (株)斎藤英次商店 (株)不二家 サントリーフーズ(株)

石井食品（株） (株)アクト設計 (株)マイナビ (株)桜井商店 (株)太幸 サンマルコ食品(株)

東一宇都宮青果(株) (株)アグリネット (株)マイヤ (株)サザコーヒー (株)太幸 サンヨー食品販売(株)

（一財）茨城県メディカルセンター (株)あけぼの印刷社 (株)マナカ商事 (株)三共建設 (株)ホソヤコーポレーション シーピー化成(株)

一正蒲鉾(株) (株)アットテーブル (株)マルシンフーズ (株)三祐 (株)松本商会 敷島製パン(株)

伊藤製パン(株) (株)アップルパーク (株)メルシーフラワー (株)三和豆水庵 (株)丸善 茂野製麺(株)

伊藤忠食品(株) (株)荒井食品 (株)モンテール (株)静和堂 (株)水越 シノブフーズ(株)

伊藤ハム(株) (株)あらた (株)ヤクルト本社 (株)常陽銀行土浦支店 (株)三菱ＵＦＪ銀行 シマダヤ(株)

伊藤ハムミート販売東(株) (株)イシガミ (株)ヤタクリーン (株)白子 (株)宮田 ジャパン・シーズニング(株)

イトウ製菓(株) (株)イチケン (株)ヤマイチ (株)白光舎 (株)宮本冷機 ジャパンフリトレー(株)

いなばペットフード(株) (株)イフト (株)ユニックス (株)新進 (株)明治 河淳(株)

茨城県大同青果(株) (株)エスケーフーズ (株)ライフビジネスウェザー (株)水工エンジニアリング (株)山重 常洋水産(株)

茨城水産(株) (株)エスシー (株)リョーショクペットケア (株)駿河屋 （株）ヤマショウフーズ 昭和産業(株)

茨城乳業(株) (株)エスデーシー設計 (株)ローズコーポレーション　 (株)せき (株)山星屋 亀印製菓（株）

いばらく乳業(株) (株)えどやフーズ (株)ロッテ (株)扇雀飴本舗 (株)ヤヨイサンフーズ スターゼン販売(株)

井村屋(株) (株)オーシマ小野商事 (株)旭物産 (株)船場 (株)八幡屋 関口醸造（株）

いわて銀河プラザ (株)オールワンソリューションズ (株)あじかん (株)太陽運送 （株）横田商事 セコム(株)

岩下食品(株) (株)オカムラ (株)味のちぬや (株)太陽漬物 (株)読売ＰＲ 綜合警備保障(株)

岩塚製菓(株) (株)カスミグリーン (株)飛鳥フーズ (株)高商 (株)ライフドリンクカンパニー ソフトバンク(株)

植松自動車(株) (株)カスミみらい (株)伊藤園 (株)宝幸 (株)浪漫亭 ソントン(株)

第一屋製パン(株) タリーズコーヒージャパン(株) 東京中央サトー製品販売(株) 中田食品(株) 大日本除虫菊(株) パーソナルワークスデザイン(株)

大正製薬(株) お茶の丸幸(株) 東京サラヤ(株)北関東支店 中屋果実出荷組合 日本食研(株) ハウス食品(株)

ダイドードリンコ(株) 中央化学(株) 東宝総合警備保障(株) 佳成食品(株) 日本生命常総支社 ハウスウェルネスフーズ(株)

タカナシ販売(株) 土浦大同青果(株) 東洋水産(株) 日光霧降高原大笹牧場(株) 日本道路(株)北関東支店茨城営業所 白鶴酒造(株)

タカノフーズ(株) 土浦中央青果(株) 東立商事(株) 日清食品(株) 日本ハムマーケティング(株) パナソニック産機システムズ(株)

宝酒造(株) テーブルマーク(株) トキワ園芸農業協同組合 日清食品チルド(株) 日本ユニシス(株) ハンワフーズ(株)

宝醤油(株) テーブルランド(株) 常磐システムエンジニアリング(株) 日清シスコ(株) 日本ランドリーエステート(株) 東一東京青果(株)

滝沢ハム(株) 天翔物産(株) トヨタＬ＆Ｆ茨城(株) 日東海藻(株) ネスレ日本(株) 東綱商事（株）

大達建設(株)茨城営業所 雅電設（株） 永井海苔(株) 日東ベスト(株) ノーベル製菓(株)

ダノンジャパン(株) 東海漬物(株) 長島漬物食品(株) 日本技研工業(株) ハーゲンダッツジャパン(株)
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