
北海道 北海道
札幌市中央区 青池水産㈱　札幌 札幌市東区 エスフーズ北海道(株)札幌支店
札幌市中央区 (株)岩本林蔵商店 札幌市東区 卸売スーパー北４２条店
札幌市中央区 大槻食材㈱　札幌店　　　　　　 札幌市東区 ㈱紀文ﾌﾚｯｼｭｼｽﾃﾑ　札幌ｾﾝﾀｰ
札幌市中央区 丸大　大金畜産㈱　本社 札幌市東区 共通商事ＦＫ第６センター
札幌市中央区 カネチョウ　兼長水産㈱ 札幌市東区 ㈱ケイアイフーズ
札幌市中央区 兼長冷蔵㈱　第一冷蔵庫 札幌市東区 弘和通商　札幌
札幌市中央区 ｶﾈｼﾒ高橋　第１冷蔵 札幌市東区 ㈱駒畜産　札幌
札幌市中央区 兼長冷蔵㈱第二冷蔵庫 札幌市東区 ㈱札幌フーズ
札幌市中央区 一鱗　共同水産㈱ 札幌市東区 札幌ベイト
札幌市中央区 国分北海道㈱　 札幌市東区 (株)札幌駅立売商会本社調理部
札幌市中央区 マルスイ　札幌中央水産㈱ 札幌市東区 シーファーム
札幌市中央区 酒井水産㈱　札幌 札幌市東区 (株)食品工房ナカムラフーズ
札幌市中央区 札幌シーフーズ㈱ 札幌市東区 (株)Ｔ＆Ｄロジテム
札幌市中央区 西華　 札幌市東区 東光ストア生鮮センター
札幌市中央区 ㈱三輝　 札幌市東区 (株)東光ｽﾄｱｰ低温ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ
札幌市中央区 札幌みらい中央青果(株) 札幌市東区 日本ﾃﾞｨﾘｰﾈｯﾄ(株) 北海道ｾﾝﾀｰ
札幌市中央区 札幌市円山動物園 札幌市東区 服部コーヒーフーズ㈱札幌営業所
札幌市中央区 ㈱鹿内青果 札幌市東区 富士食品　札幌
札幌市中央区 晋南貿易㈱　札幌 札幌市東区 北海道酒類販売㈱　札幌
札幌市中央区 水産保冷配送センター 札幌市東区 ホクレン道央　
札幌市中央区 水産保冷センター　 札幌市東区 美鈴コーヒー(株)札幌
札幌市中央区 宗谷トラック㈱　札幌営業所 札幌市東区 株式会社 吉岡
札幌市中央区 カネシメ　高橋水産㈱ 札幌市東区 ﾗｰﾒﾝおっぺしゃん北14条光星店
札幌市中央区 カネ〆高橋水産(株)　揚便積 札幌市東区 ㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛﾘﾃｰﾙｻｰﾋﾞｽ　札幌事業部
札幌市中央区 ㈱タカヒロ 札幌市東区 (株)ワタリ　札幌営業所
札幌市中央区 土屋運輸市場物流センター 札幌市白石区 松岡満運輸㈱　札幌　　　　　　
札幌市中央区 ㈱山二　辻商店 札幌市白石区 ｴｱ･ｳｫ-ﾀ-物流(株)　白石営業所
札幌市中央区 辻商店　青果仲卸青南ﾊﾟｯｸｾﾝﾀｰ 札幌市白石区 ＦＭ札幌センター
札幌市中央区 カネタツ  星野水産㈱ 札幌市白石区 小樽冷蔵㈱　札幌
札幌市中央区 北海道給食資材 札幌市白石区 ㈱大熊商店
札幌市中央区 丸果冷蔵　　　　　　　　　　　 札幌市白石区 ㈱かね彦　　　　　　　　　　　
札幌市中央区 丸果センター札幌 札幌市白石区 共通商事㈱　
札幌市中央区 丸果札幌定温冷蔵庫 札幌市白石区 共通商事ＦＫ第３センター
札幌市中央区 ㈱ｼﾒｲﾁ　松原商店 札幌市白石区 共通商事ＦＫ第２センター
札幌市中央区 丸大　大金ハム(株) 札幌市白石区 共通運送㈱FK定温流通ｾﾝﾀｰ
札幌市中央区 まつりや山鼻店 札幌市白石区 共通商事　ＦＫ第５センター
札幌市中央区 丸ト青果(株) 札幌市白石区 セイコーマート物流センター
札幌市中央区 三井物産ｼｰﾌｰｽﾞ㈱札幌営業所 札幌市白石区 高瀬物産㈱　札幌支店
札幌市中央区 ミート前田 札幌市白石区 ㈱ダイイチ　白石神社前店
札幌市中央区 ラッキー低温センター　札幌 札幌市白石区 ㈱トワニ本社　米里配送センター
札幌市中央区 ワタショウ㈱物流センター 札幌市白石区 (株)富田通商　札幌
札幌市北区 奥村食品工業㈱　札幌　　 札幌市白石区 ㈱ナカノフーズ
札幌市北区 尾家産業㈱　札幌営業所 札幌市白石区 日本栄養食品㈱　　　　　　　　
札幌市北区 オリエンタルフーズ生鮮　札幌 札幌市白石区 ㈱ニチレイ　大谷地
札幌市北区 ㈱くみあい食品　札幌 札幌市白石区 (株)不二屋本店　札幌
札幌市北区 ㈱鯖一 札幌市白石区 ㈱ホッカン　本社
札幌市北区 東北陸運㈱札幌中央営業所 札幌市白石区 ㈱北燦食品　札幌工場
札幌市北区 東豊フーズ㈱ 札幌市白石区 (株)北友物産
札幌市北区 東豊フーズ(株) 札幌市白石区 丸金　佐藤水産㈱　工場
札幌市北区 ㈱船泊流通　 札幌市白石区 丸果冷蔵　大谷地
札幌市北区 北海道ペスカ㈱　札幌センター 札幌市白石区 まつりや 菊水元町店
札幌市北区 北鈴海藻　札幌 札幌市白石区 都屋愛須商店　札幌
札幌市北区 ㈱　丸加水産　札幌 札幌市白石区 三菱食品北海道支社低温営業部
札幌市北区 ㈱丸加水産 札幌市白石区 美鈴コーヒー札幌白石ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
札幌市北区 回転寿司まつりや新琴似店 札幌市白石区 ムロオ北海道(株)
札幌市東区 ㈱イチウ　山田肉店 札幌市白石区 ムロオ北海道第２センター
札幌市東区 SBSﾌﾚｯｸ(株)苗穂ｾﾝﾀｰ 札幌市白石区 横山食品(株)札幌

北海道地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



北海道 北海道
札幌市白石区 ローソン札幌 札幌市西区 ㈱ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ札幌西物流ｾﾝﾀ
札幌市豊平区 山嵐　札幌本店 札幌市厚別区 サッポロウエシマコーヒー㈱本社
札幌市西区 アドバンス(株) 札幌市厚別区 ｻｯﾎﾟﾛｳｴｼﾏｺｰﾋｰ札幌厚別物流ｾﾝﾀｰ
札幌市西区 イチウ　 ㈱イチウ 札幌市厚別区 エアウォーター物流　厚別
札幌市西区 入福　福田冷蔵庫 札幌市厚別区 (株)北海道ﾁｸﾚﾝﾐｰﾄ 札幌工場
札幌市西区 ＩＹ札幌生鮮センター 札幌市厚別区 ヤマト運輸㈱札幌物流ｼｽﾃﾑ支店
札幌市西区 エビコー㈱ 札幌市手稲区 協同組合GREEN　札幌冷蔵ｾﾝﾀｰ
札幌市西区 ㈱エス・ケー・ライン　　　　　 札幌市手稲区 西華　手稲工場
札幌市西区 ＳＫライン 札幌市手稲区 篠田食品工業㈱　札幌
札幌市西区 F-LINE㈱札幌 札幌市手稲区 だるま食品㈱　曙物流センター
札幌市西区 大西食品㈱ 札幌市手稲区 ㈲ナカムラ食品流通
札幌市西区 オリエンタルフーズ　札幌 札幌市手稲区 ﾌｰｽﾞﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ㈱
札幌市西区 ｶﾈｼﾒ高橋　第２冷蔵 札幌市手稲区 ㈱北海道物産興社
札幌市西区 ㈱カネモ　札幌営業所 札幌市清田区 ㈱マルニ北海道フーズ
札幌市西区 北日本食品販売㈱ 函館市 千〆あしの食品 株式会社
札幌市西区 北日本フード 本社 函館市 ㈱アサヒ食販　函館
札幌市西区 香貴 札幌本社 函館市 味の匠 函館
札幌市西区 札幌定温運輸㈱ 函館市 ㈱イチヨ水産　　　　　　　　　
札幌市西区 ㈱マルエス　サン食品 函館市 ㈱魚長食品
札幌市西区 (株)ｶﾈｻﾝ佐藤水産 札幌支店 函館市 ｽｰﾊﾟｰ魚長精肉ｾﾝﾀｰ
札幌市西区 ノ印　㈱大吉水産 函館市 永弘物流　函館
札幌市西区 ㈱大成水産　 函館市 (株)エスティフーズ
札幌市西区 ㈱ダイイチ　八軒店 函館市 大槻食材㈱　函館　　　　　　　
札幌市西区 ㈱ダイイチ　発寒中央駅前店 函館市 ㈲小笠原商事
札幌市西区 千葉水産冷蔵㈱　札幌 函館市 おぐま冷蔵　函館
札幌市西区 東洋水産㈱札幌　第３冷蔵庫 函館市 及能　函館
札幌市西区 東洋冷蔵㈱　札幌支店 函館市 兼政　藤原水産
札幌市西区 札幌　中一 函館市 金澤運送冷凍庫
札幌市西区 ニチロ畜産㈱　　　　　　　　　 函館市 カドウフーズ(株)
札幌市西区 ㈱北海道日水冷蔵事業部札幌工場 函館市 北冷蔵㈱　弁天工場
札幌市西区 日本産業(株)札幌支店 函館市 共通運送　函館支店
札幌市西区 (株)西原商会 札幌支店 函館市 北冷蔵㈱　函館
札幌市西区 ㈱光海藻　札幌 函館市 マルナマ　㈱古清商店
札幌市西区 東日本フード㈱札幌営業所 函館市 公海食品　函館
札幌市西区 東日本フード　札幌営業所 函館市 マルナマ　㈱古清商店　冷蔵庫
札幌市西区 入福  ㈱福田商店 函館市 カネサン　㈱佐藤水産　函館
札幌市西区 入福　㈱福田冷蔵 函館市 三栄水産工業㈲　函館
札幌市西区 (株)フーズたかはし 函館市 三富冷凍庫　函館
札幌市西区 ふたみ青果(株)　 函館市 旬鮮食品　中道工場
札幌市西区 ㈱ベニレイ  札幌支店 函館市 旬鮮食品　函館
札幌市西区 マルホン　本間水産㈱　　　　　 函館市 (有)四季彩　函館
札幌市西区 マルサン　㈱北栄商会　　 函館市 カネマタ  ㈱竹中商店
札幌市西区 北海道フーズ輸送㈱ 函館市 竹田食品
札幌市西区 ホクレン札幌事業所 函館市 宝産業(株)函館
札幌市西区 マルホン本間水産(株) 函館市 ㈲鶴田こうじ商店　　　　　　　
札幌市西区 マルタカ  丸高水産㈱　　　 函館市 東一青果㈱　　　　　　　　　　
札幌市西区 まるみ水産㈱ 函館市 道南食肉センター　函館
札幌市西区 マルスイフーズ㈱ 函館市 トワニ函館配送センター
札幌市西区 丸大ミート北海道㈱ 函館市 トナミ食品　港工場
札幌市西区 ㈱ミドー 函館市 (有)中村商店　函館
札幌市西区 ㈱山加運輸　　　　　　　　　　 函館市 中川青果　函館
札幌市西区 山加コントロールセンター 函館市 カネカイチ　㈲二階商店
札幌市西区 ㈱山加運輸　低温物流センター 函館市 ㈱ニチレイ　函館
札幌市西区 山本食品工業(株)北海道 函館市 ㈱布目
札幌市西区 ㈱吉田食販 函館市 函館運送㈱  函館支店　　　　　
札幌市西区 ㈱ヨシケイ　北海道 函館市 ハコイチ　函館魚市場㈱
札幌市西区 鱗幸食品㈱　　　　　　　　　　 函館市 山丁 長谷川商店

北海道地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



北海道 北海道
函館市 山丁 長谷川商店配送センター 小樽市 東洋水産㈱　石狩冷蔵庫　　
函館市 (株)函館酪農公社 函館 小樽市 東洋水産㈱札幌　石狩第２冷蔵庫
函館市 東日本フード　函館営業所 小樽市 東京キタイチ　北海道工場
函館市 ㈲フカダ食品 小樽市 東洋水産　石狩新港物流センター
函館市 北海道酒類販売㈱　函館　　　 小樽市 ㈱ニチレイ　小樽
函館市 北海道冷蔵㈱　函館 小樽市 日本アクセス　石狩
函館市 誉食品　函館 小樽市 日本ｱｸｾｽ北海道㈱石狩ﾁﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ
函館市 ホッカン　函館営業所 小樽市 日本ｱｸｾｽ石狩冷食センター
函館市 ㈱北海道日水　函館工場 小樽市 日幸産業石狩　第二物流センター
函館市 北燦食品　函館工場 小樽市 ㈱ﾆﾁﾚｲﾛｼﾞ石狩第2DC
函館市 ㈱ま印水産　函館 小樽市 北都冷蔵　石狩
函館市 ㈱函館マルヨ流通センター 小樽市 北海定温運輸　
函館市 ㈱函館マルヨ　朝市(本社) 小樽市 丸中しれとこ食品　石狩
函館市 松田蒲鉾 小樽市 横浜冷凍　石狩工場
函館市 ㈱丸心　本社 小樽市 ヨコレイ石狩第二物流センター
函館市 ﾏﾙｶﾝ冷蔵　函館 （㈱函館水産物) 小樽市 和弘食品　北海道工場
函館市 ま印水産　函館市場 旭川市 一印　㈱旭川魚卸売市場　　　　
函館市 ﾏﾙｷﾁ食品(株)日乃出工場 旭川市 一印冷蔵　旭川
函館市 マルコオーエム物産 旭川市 ㈱キョクイチ　旭川
函館市 三浦水産　函館　湯ノ浜工場 旭川市 旭一旭川低温センター
函館市 美鈴商事　函館 旭川市 旭一　新館冷蔵庫
函館市 三印三浦水産㈱第三冷蔵庫 旭川市 高瀬物産㈱　旭川
函館市 山秀 旭川市 ㈱トワニ　旭川店
函館市 ㈱ヤマツ　函館 旭川市 北海道デリカフーズ 旭川
函館市 ヤマの　㈱中村商店 室蘭市 ㈱楠本
函館市 ヤマノ水産　冷蔵庫 室蘭市 カネサン  ㈱佐藤水産
函館市 ﾔﾏの　中村商店冷蔵庫 室蘭市 酒井水産㈱　室蘭
函館市 山三伊藤商事　函館 室蘭市 ミツウロコ　㈱室蘭魚市場
函館市 ㈲山徳食品 室蘭市 マル果　室蘭青果
函館市 ﾔﾏﾔ 宮崎商店 函館 室蘭市 室蘭サービス第２冷蔵
函館市 焼肉屋さかい　函館五稜郭店 室蘭市 室蘭市中央卸売市場
函館市 ゆず庵函館美原店 室蘭市 室蘭サービス第１冷蔵
函館市 渡辺青果店　函館 釧路市 ミツウロコ　釧路魚市場　新富士
函館市 脇商事(株)新関工場 函館 釧路市 ﾏﾙ漁 釧路市漁業協同組合 新富士
小樽市 ㈱楽陽食品　北海道 釧路市 釧路ニュー浜屋第５
小樽市 日本ｱｸｾｽ北海道業務食品石狩ｾﾝﾀｰ 釧路市 ㈱浜中運輸　釧路営業所
小樽市 石狩丸水冷蔵 釧路市 まつりや　新橋店
小樽市 伊藤ハムデイリー㈱北海道ＬＣ 釧路市 まつりや　春採店
小樽市 ㈱飯坂富士商店 帯広市 帯広地方卸売市場㈱　　　　　　
小樽市 エビコー㈱　石狩営業所 帯広市 シンセイ冷食　帯広
小樽市 ㈱エース食品　石狩 帯広市 高瀬物産㈱　帯広営業所
小樽市 (株)エスケイフーズ 帯広市 十勝冷凍食品㈱
小樽市 小樽冷蔵　港町 帯広市 山嵐　帯広店
小樽市 小樽機船冷蔵　高島 帯広市 山嵐 帯広拾丁目店
小樽市 マルスイ　小樽マリン(株) 北見市 ㈱北見志ま屋
小樽市 小樽フーズ　 北見市 (株)コージ　北見
小樽市 北日本冷蔵製氷㈱ 北見市 高瀬物産㈱　北見
小樽市 ぎょれん総合食品㈱ 北見市 ㈱トワニ　北見店
小樽市 北川食品㈱　小樽 北見市 東武イーストモール店　北見
小樽市 ㈱くみあい食品 岩見沢市 ㈱岩三　岩見沢　　　　　　　　
小樽市 札幌丸水石狩冷蔵　 網走市 海嵐　ｵﾎｰﾂｸﾏﾙｸ店
小樽市 札幌ｼｰﾌｰｽﾞ小樽工場 網走市 ㈱トワニ　網走店
小樽市 食品急送　銭函センター 苫小牧市 王子サーモン 苫小牧工場
小樽市 食品急送銭函第２センター 苫小牧市 高瀬物産㈱　苫小牧営業所
小樽市 大同冷蔵　小樽第３ 苫小牧市 マルトマ  苫小牧卸売㈱
小樽市 だるま食品㈱　銭函工場 苫小牧市 苫小牧漁業協同組合　冷蔵庫
小樽市 大作運輸㈱札幌営業所 稚内市 協進運輸㈱　　　　　　　　　　

北海道地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



北海道 北海道
稚内市 (株)北日本物流 北斗市 ｺｰﾌﾟｻｯﾎﾟﾛ函館低温物流ｾﾝﾀｰ
稚内市 宗谷トラック㈱　稚内 北斗市 ま印水産　函館市場
稚内市 大東食品(株)稚内 北斗市 ﾏﾙｷﾁ食品(株)日乃出工場
稚内市 中一　中央水産(株) 北斗市 マルコオーエム物産
稚内市 中水　中野水産(株) 北斗市 三浦水産　函館　湯ノ浜工場
稚内市 船泊物流㈱　稚内 北斗市 美鈴商事　函館
稚内市 (有)稚内公運 北斗市 三印三浦水産㈱第三冷蔵庫
江別市 イオン北海道ＸＤ 北斗市 山秀
江別市 コープさっぽろ江別物流センター 亀田郡七飯町 ㈱ヤマツ　函館
江別市 ㈱ｼｰｴｯｸｽｶｰｺﾞHRC冷蔵ｾﾝﾀｰ 亀田郡七飯町 ヤマの　㈱中村商店
江別市 日生協北海道冷凍・冷蔵DC(江別) 茅部郡鹿部町 ヤマノ水産　冷蔵庫
江別市 北海道ﾛｼﾞｻｰﾋﾞｽ宅配低温ｾｯﾄｾﾝﾀｰ 茅部郡森町 ﾔﾏの　中村商店冷蔵庫
根室市 カネキョウ　三友冷蔵㈱　　　　 余市郡余市町 山三伊藤商事　函館
千歳市 札幌ﾊﾞﾙﾅﾊﾞﾌｰｽﾞ(株) 礼文郡礼文町 ㈲山徳食品
滝川市 マルイチ　滝川地方卸売市場㈱　 斜里郡斜里町 ﾔﾏﾔ 宮崎商店 函館
砂川市 ㈱砂川地方卸売市場 日高郡新ひだか町 焼肉屋さかい　函館五稜郭店
富良野市 富良野地方卸売市場㈱　　　　　 釧路郡釧路町 ゆず庵函館美原店
登別市 カネカ冷蔵株式会社　鷲別 厚岸郡厚岸町 渡辺青果店　函館
登別市 丸勝水産 白糠郡白糠町 脇商事(株)新関工場 函館
恵庭市 紀文食品　恵庭工場 白糠郡白糠町 ㈱楽陽食品　北海道
恵庭市 サンマルコ食品㈱恵庭工場 標津郡中標津町 日本ｱｸｾｽ北海道業務食品石狩ｾﾝﾀｰ
北広島市 くまだ㈱　札幌支店 標津郡中標津町 石狩丸水冷蔵
北広島市 ㈱見方
石狩市 アイアイティー石狩第３物流ｾﾝﾀｰ
石狩市 アイアイティー石狩第４物流ｾﾝﾀｰ
石狩市 ｱｸｾｽ石狩ﾃﾞﾘｶ物流ｾﾝﾀｰ(日幸産業)
石狩市 日本ｱｸｾｽ北海道石狩第2業務食品S
石狩市 カク長土屋石狩センター
石狩市 ㈱キタショク 石狩
石狩市 剛健運輸石狩(株)
石狩市 ｺﾛﾜｲﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟDCM石狩第5ｾﾝﾀｰ
石狩市 佐藤水産　石狩冷蔵庫
石狩市 ㈱ジェフサ道流
石狩市 ㈱食品急送　石狩センター
石狩市 ㈱鈴木総合食品　石狩
石狩市 ｾｲｺｰﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ石狩ｾﾝﾀｰ
石狩市 ㈱タイチ物流　石狩物流センター
石狩市 (株)タケダ海産　石狩
石狩市 土屋運輸㈱冷蔵物流センター
石狩市 ㈱トワニ 札幌店 石狩倉庫Ａ
石狩市 道水産業㈱　石狩新港センター
石狩市 トーホー札幌支店
石狩市 トラストシステム(株)
石狩市 (株)トワニ 札幌店 石狩新倉庫Ｂ
石狩市 (株)ドースイ　札幌本部
石狩市 日幸産業運輸㈱
石狩市 日本ｱｸｾｽ北海道石狩ＭＤセンター
石狩市 ベジフルシステム　
石狩市 北海丸善運輸㈱　　　　　　　　
石狩市 丸高運輸㈱
石狩市 (株)森哲 石狩事業所
石狩市 ㈱ラルズ青果食品流通センター
石狩市 ㈱ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ石狩物流ｾﾝﾀｰ
北斗市 アキヤマ
北斗市 サッポロウエシマコーヒー㈱函館
北斗市 カネフジ冷蔵
北斗市 ㈱合食　函館

北海道地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



青森県 青森県
青森市 チュウスイ 青森中央水産㈱ 青森市 北水フードサービス
青森市 マルウオ　青森魚類㈱ 青森市 マルヨ水産　青森
青森市 青森県学校給食会 青森市 ㈱丸大冷蔵　青森
青森市 あすなろ青果 青森市 丸協　青森
青森市 青森市中央卸売市場 青森市 マックスバリュ東北青森物流ｾﾝﾀｰ
青森市 青森市場冷蔵(青森中水中水商事) 青森市 ㈱マエダチルドセンター
青森市 青森合同青果 青森市 丸大堀内㈱青森支店物流センター
青森市 青森市場冷蔵（丸魚協栄商事） 青森市 マエダ生鮮物流センター
青森市 青森市場冷蔵 青森市 ㈱丸石　市場内営業所
青森市 青森冷凍㈱ 青森市 ㈲丸喜阿保商店
青森市 あすなろ青果物流センター 青森市 マエダ水産プロセスセンター
青森市 青森県庁生協日配センター 青森市 三本コーヒー㈱青森支店
青森市 あおもり食品　 青森市 三菱食品青森ＣＤＣ
青森市 青森県漁連　流通ＰＲセンター 青森市 山三フーズ
青森市 ㈱マルイチ一番屋 青森市 ㈱　ヤマイシ
青森市 （株）ﾏﾙｲﾁ一番屋　食材部 青森市 ㈱ヤマイシ　第２冷蔵庫
青森市 ㈱イゲタ沼田焼竹輪工場 青森市 ヤマイシ　浜町埠頭冷蔵庫
青森市 イトーヨーカ堂青森ＩＤＣ 青森市 株式会社　八洲陸運
青森市 株いわちく 青森営業所 青森市 ヤマイシ食専館
青森市 (株)いしおか（ヒルストーン） 青森市 (株)薬王堂 青森ｾﾝﾀｰ
青森市 ウェルシア青森 青森市 株式会社　山神
青森市 Ａコープ　北東北　青森支店 青森市 ＵＣＣ上島珈琲㈱　青森　
青森市 大中　青森 青森市 ユニバース青森低温物流センター
青森市 ㈱小田川　青森営業所 青森市 ㈱ヨシケイ青森
青森市 加藤産業㈱　青森 青森市 ローソン　青森 CDC
青森市 函太郎　青森佃店 弘前市 阿波屋商店
青森市 キムラ埠頭冷蔵庫 弘前市 （有）石沢商会
青森市 北日本フーズ　青森 弘前市 (株)魚三水産
青森市 共栄青果㈱ 弘前市 鎌田屋商店
青森市 ㈲共栄農産 弘前市 函太郎　弘前店
青森市 ㈱工藤パン本社 弘前市 川村精肉店　神田工場
青森市 (株)合食　青森支店　　　 弘前市 コスモ食品㈱藤野工場
青森市 コープ青森浪岡セットセンター 弘前市 さくら野百貨店　弘前店
青森市 ㈲幸福の寿司本舗 弘前市 ㈱沢田水産
青森市 さくら野百貨店　青森店 弘前市 ㈱鈴屋食品　
青森市 イオンセンター青森 弘前市 清次郎　弘前店
青森市 ㈱嶋津商店 弘前市 清野商店　弘前
青森市 スターゼン販売㈱青森営業所 弘前市 高瀬物産㈱　弘前営業所
青森市 青南運送㈱　　　　　　　　　　 弘前市 ㈱東北萬国社　弘前営業所
青森市 瀬川勝雄商店　青森 弘前市 中山青果㈱
青森市 高瀬物産㈱　青森支店 弘前市 白十字砂糖弘前
青森市 太子食品　青森 弘前市 マルウオ　㈱弘前丸魚
青森市 ㈲高橋蒲鉾店 弘前市 弘果　弘前中央青果㈱
青森市 ツルハドラッグ青森センター 弘前市 ㈱弘前中央魚類
青森市 東洋水産㈱　青森 弘前市 マルウオ　㈱弘前丸魚　冷蔵庫
青森市 東北フローズン㈱　青森営業所 弘前市 弘前糖業㈱
青森市 東北明販㈱　青森共配センター 弘前市 ㈱弘前市場サービス
青森市 ナックスナカムラ青森ＦＤＣ 弘前市 (株)墨彩
青森市 ㈱日本アクセス青森物流センター 弘前市 ㈱丸大冷蔵　弘前　　　　　　　
青森市 ㈱日本ｱｸｾｽ青森八洲物流ｾﾝﾀｰ 弘前市 丸大堀内㈱　弘前
青森市 青森市　　西沢フードリンク(株) 弘前市 前田酒類食品販売(株)
青森市 服部コーヒーフーズ㈱青森支店 弘前市 ㈱モリレイ　弘前営業所
青森市 ﾏﾙﾌｸ  ㈱福島商店　　　　　　　 八戸市 協和水産　八戸
青森市 ﾌｰｽﾞﾈｯﾄ北東北青森(ﾃﾞｲﾘｰﾌｰｽﾞ) 八戸市 ㈱味の加久の屋　
青森市 福山通運　青森 八戸市 味の海翁堂
青森市 富士食材　有限会社 八戸市 ヤマセン　㈲岩村商店
青森市 ﾎﾞｰｷ佐藤㈱　青森　　　　　　　 八戸市 ㈱マルイチ一番屋　八戸支店

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



青森県 青森県
八戸市 ㈱いなほ青果　冷蔵庫 八戸市 フードアドバンス㈱
八戸市 ﾏﾙｼﾞｭｳ  宇部商店　　　　　　　 八戸市 ﾎﾞｰｷ佐藤㈱　八戸　　　　　　　
八戸市 ウェルシア八戸(ｱｸｾｽ八戸） 八戸市 ㈱宝幸　八戸工場
八戸市 ㈲栄光商事運送 八戸市 宝成食品㈱
八戸市 大浦食品㈱ 八戸市 マルヨ水産㈱
八戸市 川秀　八戸工場 八戸市 ㈱丸大冷蔵　八戸　　　　
八戸市 函太郎　八戸青葉店 八戸市 ㈲マルトミ
八戸市 八戸カクイ運送冷蔵庫 八戸市 ㈱マルヌシ/第二冷蔵庫
八戸市 共同物流ｻｰﾋﾞｽ八戸 埠頭低温ｾﾝﾀｰ 八戸市 丸大堀内㈱八戸支店
八戸市 合食 八戸工場　 八戸市 ㈱丸吉　八戸
八戸市 ㈲小向商店　　　 八戸市 ㈱　マルヌシ
八戸市 五戸水産㈱ 八戸市 丸大冷蔵八戸　　　　　　
八戸市 事代漁業 八戸市 マルヨ水産八戸支店集荷倉庫
八戸市 笹本商店  八戸 八戸市 ﾏﾙﾇｼ　築港冷蔵庫
八戸市 三富産業　むつ湊 八戸市 ㈲マルイチ水産　八戸
八戸市 三富産業㈱埠頭冷蔵庫 八戸市 （有）ﾏﾙｺｰ田中商店 支店
八戸市 ㈱三星　白銀工場 八戸市 丸大堀内(株)ＭＨセンター八戸
八戸市 シンドウ  八戸 八戸市 ㈲湊魚類運輸　　　　　　　　　
八戸市 下沢食品　 八戸市 三本コーヒー　八戸支店
八戸市 十全物産　八戸 八戸市 村本水産　八戸
八戸市 スターゼン北日本販売㈱八戸 八戸市 (株)モリレイ 八戸支店
八戸市 ぜんぎょれん八戸食品㈱　本社 八戸市 (株)ヤマイシ八戸支店ナカイシ
八戸市 株式会社　仙台屋 八戸市 ㈱  ヤ　マ　ヨ　　　　　　　　
八戸市 ぜんぎょれん八戸食品㈱食品工場 八戸市 ㈲山武運輸
八戸市 高瀬物産㈱　八戸支店 八戸市 ヤマヨ団地工場
八戸市 ﾏﾙS 武輪水産　第３工場 八戸市 八洲陸運 八戸営業所
八戸市 第一青果株式会社 八戸市 ﾕﾆﾊﾞｰｽ八戸低温物流ｾﾝﾀｰ
八戸市 ﾏﾙS 武輪水産　八戸第３冷蔵庫 八戸市 ユーシーシーフーズ八戸(支)
八戸市 中水商事　八戸 八戸市 ユニバースセンター
八戸市 ㈲蔦和　　　　　　　　　　　　 黒石市 ㈱青森食研
八戸市 辻野　桔梗野冷蔵庫 黒石市 ㈱サンカツ黒石
八戸市 ㈱ ディメール 黒石市 佐藤長チルド共配センター
八戸市 トジルシ ㈱東洋魚類 黒石市 ＫＧ佐藤長トランスＣ
八戸市 トジルシ　㈱東洋魚類（製氷） 黒石市 食菜八幸
八戸市 東北水産　八戸　本社工場 黒石市 ㈱大商金山牧場青森センター
八戸市 東北水産㈱館鼻工場 黒石市 紅屋商事物流センター
八戸市 東北水産㈱ 白銀冷蔵庫 黒石市 マリンフーズ㈱　青森
八戸市 東北フローズン八戸 黒石市 南貨物自動車㈱本社
八戸市 ㈱肉の横沢　八戸営業所 黒石市 リンクフーズ㈱南黒石センター
八戸市 八戸市　　西沢フードリンク(株) 黒石市 リンクフーズ青森　冷凍工場
八戸市 (株)日本ｱｸｾｽ　新八戸物流ｾﾝﾀｰ 黒石市 リンクフーズ佐藤長ﾄﾗﾝｽC（後便
八戸市 八戸缶詰㈱　　　　　　　　　　 五所川原市 五所川原中央水産㈱　　　　　　
八戸市 服部コーヒーフーズ㈱　八戸 五所川原市 五所川原中央青果
八戸市 八食センター　 五所川原市 五所川原第一青果
八戸市 ㈱八戸フーズ 五所川原市 マルエス安田商店
八戸市 八戸中央青果㈱　　　　　　　　 十和田市 ㈱奥入瀬フード
八戸市 ㈱八戸第２魚市場 十和田市 ㈱コジマ商会　十和田
八戸市 八戸市中央卸売市場 十和田市 太子食品工業十和田ﾋﾟｯｷﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
八戸市 ㈱ハチカン 十和田市 十和田青果
八戸市 八戸協和水産㈱ 三沢市 田高
八戸市 八戸東洋㈱桔梗野工場 むつ市 ㈱丸大冷蔵　むつ
八戸市 八戸 MD センター むつ市 三本コーヒー㈱　むつ支店
八戸市 八戸第三魚市場Ｂ棟・Ｃ棟 むつ市 大魚　㈱むつ総合卸売市場　　　
八戸市 ㈱八戸港船食 平川市 ㈱木村食品工業
八戸市 洋野食品㈱　 平川市 コスモ食品(株)平川工場
八戸市 ㈲ひので給食センター 上北郡六戸町 (株)産直ろくのへの郷
八戸市 プライフーズ㈱ 物流センター 上北郡六戸町 ミニストップ　六戸配送センター

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



青森県 岩手県
上北郡六戸町 ㈲小向商店　　　 宮古市 ㈲小が理商店
上北郡六戸町 五戸水産㈱ 宮古市 マルホンカウボーイ宮古店　
上北郡おいらせ町 事代漁業 宮古市 ㈲かくりき商店
三戸郡南部町 笹本商店  八戸 宮古市 川秀　蟇目工場

岩手県 宮古市 共和水産㈱
盛岡市 ㈱アレフ　岩手工場 宮古市 共和水産宮古 藤原工場
盛岡市 (株)浅沼醤油店工場 宮古市 ﾔﾏｶﾂ　㈲後藤商店　　　　　　　
盛岡市 岩手熊さん㈱ 宮古市 近藤商店　宮古
盛岡市 岩手缶詰㈱盛岡工場 宮古市 ㈱ﾏﾙサ　佐々由
盛岡市 岩手県学校給食会 宮古市 スカイルームパブロ宮古
盛岡市 伊藤ハム物流㈱盛岡共配センター 宮古市 ㈲丸徳　宮古
盛岡市 イオン盛岡ＸＤセンター 宮古市 丸友しまか（有）
盛岡市 岩手中央青果㈱ 宮古市 ㈲宮古市場運送
盛岡市 ㈱海老正　盛岡 宮古市 ㈲　三上商店　　　　　　　　　
盛岡市 (株)小田島医療食部　盛岡営業所 宮古市 ㈲宮古マルエイ　　　　　　　　
盛岡市 ㈱川村鮮魚店 宮古市 ㈲宮古食品
盛岡市 兼平製麺所　盛岡　　　　　　　 宮古市 三浦商店　加工場
盛岡市 兼平製麺所 宮古市 モリレイ　宮古
盛岡市 業務スーパーみたけ店 宮古市 柳沢商店
盛岡市 ㈱コジマ商会  盛岡 大船渡市 ㈱アマタケ
盛岡市 ㈱サトー商会　盛岡 大船渡市 阿部長商店大船渡食品
盛岡市 ｲｵﾝﾘﾃｰﾙ㈱ｼﾞｬｽｺ盛岡店 大船渡市 岩手缶詰㈱大船渡工場
盛岡市 全日本食品㈱　北東北地区本部　 大船渡市 大船渡湾冷凍水産加工協同組合　
盛岡市 高瀬物産㈱　盛岡支店 大船渡市 ㈱　國洋　　　　　　　　　　　
盛岡市 ㈱田清水産 大船渡市 すしランド大船渡店
盛岡市 月が丘　食堂 大船渡市 デイリーポート新鮮館　大船渡店
盛岡市 東洋水産㈱　盛岡出張所 花巻市 岩手雪運株式会社
盛岡市 株式会社　東給　岩手 花巻市 ㈲カスイ
盛岡市 ㈱東北萬国社盛岡営業所 花巻市 母ちゃんハウスだぁすこ
盛岡市 ㈲　戸塚商店 花巻市 ㈲ケイフーズ　
盛岡市 ㈱中津川フーズ　 花巻市 サークルＫサンクス岩手共配ｾﾝﾀｰ
盛岡市 ㈱花次青果 花巻市 ㈱ジョイス花巻物流センター
盛岡市 ﾍﾞﾙｼﾞｮｲｽ 羽場倉庫(ﾋﾞｯｸﾌﾟﾛ内) 花巻市 ㈱中央水産　花巻
盛岡市 ばくだん焼本舗イオン盛岡渋民店 花巻市 ㈱中央食品
盛岡市 ﾊﾟﾝ工場ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ盛岡渋民店 花巻市 ツルハドラッグ盛岡共配センター
盛岡市 ビックプロ 花巻市 デイリーヤマザキ岩手センター
盛岡市 ベジフル姫神㈱ 花巻市 トライアル花巻センター
盛岡市 ベルプラス乙部 花巻市 東北フローズン岩手
盛岡市 ㈱ﾍﾞﾙｼﾞｮｲｽ津志田ｾﾝﾀｰ(青果ｾﾝﾀｰ) 花巻市 ㈱日本アクセス盛岡支店　　　　
盛岡市 (株)ベルジョイス　本社 花巻市 ㈱フードブレイン
盛岡市 マルイチ  ㈱丸一魚類 花巻市 ㈲ベストフーズ
盛岡市 ﾏﾘﾝﾌｰｽﾞ㈱東部販売事業部岩手(事 花巻市 マーマフーズ㈱
盛岡市 ㈱丸庄青果 花巻市 丸大食品㈱東北北ＬＣ
盛岡市 ㈱丸和水産 花巻市 ㈱道奥
盛岡市 マルイチ盛岡物流センター 花巻市 明治フレッシュＮ㈱岩手支店
盛岡市 松紀　盛岡支店 北上市 岩手雪運㈱江釣子センター
盛岡市 三本コーヒー㈱盛岡支店 北上市 スーパーオセン　北上
盛岡市 三菱岩手ＦＤＣ 北上市 東給食品㈱　
盛岡市 マルスイ　盛岡水産㈱ 北上市 ㈱中村商会　北上
盛岡市 ㈱盛印　盛岡青果　　　　　　　 北上市 ㈱日本アクセス北上ＭＤセンター
盛岡市 盛岡市場冷蔵庫 北上市 服部コーヒーフーズ㈱　北上
盛岡市 丸ﾓ 盛岡中央青果㈱　　　　　　 北上市 マイヤ北上物流センター
盛岡市 盛岡市中央卸売市場 久慈市 ㈱小袖屋
盛岡市 ＵＣＣ上島珈琲㈱　盛岡 久慈市 久慈市漁業協同組合
盛岡市 ㈱横田屋本店 盛岡支店 久慈市 久慈市漁業協同組合加工食品工場
宮古市 あびさぁべ 一関市 アオキ　岩手工場
宮古市 ㈲大井漁業部大印冷凍工場 一関市 一印　一ノ関青果卸売㈱　　　　

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



岩手県 岩手県
一関市 黒勘商店　（日中配達） 紫波郡紫波町 宮城運輸　紫波センター
一関市 ｸｽﾘのｱｵｷ岩手(丸大堀内一関夜納) 紫波郡矢巾町 岩手県産㈱
一関市 ㈱コジマ商会　一関 紫波郡矢巾町 岩手県食料品水産加工業協同組合
一関市 ㈱中村商会　一関支店 紫波郡矢巾町 岩手県漁連　盛岡冷凍工場
一関市 ﾎﾞｰｷ佐藤㈱　一関 紫波郡矢巾町 ㈱いわて食品
一関市 丸大堀内㈱　一関　　　　　　　 紫波郡矢巾町 Ａコープ　北東北　岩手
一関市 ㈱丸大冷蔵　一関営業所 紫波郡矢巾町 コスモセブン
一関市 丸大堀内一関夜納ﾌｰﾄﾞﾊﾟﾜｰｷﾘﾝﾔ分 紫波郡矢巾町 ㈲コスモフーズ　
一関市 丸江共配ｾﾝﾀｰ(丸大堀内一関夜納) 紫波郡矢巾町 瀬川勝雄商店盛岡
一関市 モリレイ一関 紫波郡矢巾町 高岡屋
陸前高田市 (株)あんしん生活 紫波郡矢巾町 東北トラック㈱盛岡支店
陸前高田市 ㈱かわむら岩手工場 紫波郡矢巾町 (株)中村商会　盛岡支店
陸前高田市 米金工房陸前高田店 紫波郡矢巾町 服部コーヒーフーズ㈱盛岡支店
陸前高田市 ㈱武蔵野フーズ  高田 紫波郡矢巾町 東日本フード㈱　盛岡営業部
陸前高田市 ㈱武蔵野フーズ 本社 岩手営業所 紫波郡矢巾町 ﾎﾞｰｷ佐藤㈱　盛岡　　　　　　　
陸前高田市 陸前高田地域振興㈱　　　　　　 紫波郡矢巾町 ㈱丸大冷蔵　盛岡（営）　　　　
釜石市 麻生　三陸釜石工場 紫波郡矢巾町 ㈱丸協　盛岡営業所
釜石市 ㈱井戸商店　 紫波郡矢巾町 ㈱丸大冷蔵盛岡
釜石市 岩手缶詰　釜石工場 紫波郡矢巾町 三菱食品盛岡低温ＤＣ
釜石市 ｴｱ･ｳｵｰﾀｰ食品物流(株)釜石(営） 紫波郡矢巾町 ㈱モリレイ　　　　　　　　　　
釜石市 小野食品㈱ 紫波郡矢巾町 ㈱日配運輸
釜石市 釜石水産物商業協同組合　　　　 紫波郡矢巾町 (株)モリレイ第２物流センター
釜石市 （有）金弁商店 紫波郡矢巾町 ㈱薬王堂物流センター
釜石市 釜石ヒカリフーズ(株)　本社 紫波郡矢巾町 ㈱ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽﾈｯﾄﾜｰｸ　盛岡事業所
釜石市 釜石流通団地　大平冷蔵 胆沢郡金ケ崎町 ㈱岩手県南青果市場
釜石市 釜石ヒカリフーズ工場 胆沢郡金ケ崎町 国分FC(株)東北支店　岩手
釜石市 近藤商店　釜石 胆沢郡金ケ崎町 メフレ㈱
釜石市 ㈱仙令平庄　釜石水産加工工場 胆沢郡金ケ崎町 メフレ㈱  業務部
釜石市 双日食料水産㈱ 西磐井郡平泉町 岩手熊さん　一関
釜石市 ㈱津田商店　釜石食品工場 西磐井郡平泉町 高瀬物産㈱　一関営業所
釜石市 ＴＲＳ食品㈲　釜石工場 上閉伊郡大槌町 石山水産㈱ 大槌冷凍工場
釜石市 中村家 上閉伊郡大槌町 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾏｽﾄ内　魚よし
釜石市 浜のくまさん 上閉伊郡大槌町 小野食品(株)大槌工場
釜石市 平庄㈱ 下閉伊郡山田町 石山水産㈱　冷凍工場
二戸市 マルホンカウボーイ二戸店 下閉伊郡山田町 ㈱川秀　山田冷凍冷蔵工場
二戸市 芽吹き屋ニコア店 下閉伊郡山田町 びはんｽﾄｱﾌﾟﾗｻﾞ
八幡平市 岩手農協チキンフーズ㈱ 下閉伊郡山田町 ㈱山田コールドストレージ
奥州市 きくや本社工場 下閉伊郡山田町 山田コールドストレージ
奥州市 ㈱ハローワーク水沢工場 下閉伊郡山田町 Ｙショップ川村
奥州市 (株)ハローワーク低温物流ｾﾝﾀｰ 九戸郡九戸村 みちのく麺匠㈱九戸工場
奥州市 ㈱ハローワーク水沢　第三工場 宮城県
滝沢市 アサヒロジスティクス盛岡 仙台市青葉区 イオンリテール㈱
滝沢市 岩手生活協同組合 仙台市青葉区 魚や㈱
滝沢市 いわて生協フィッシュセンター 仙台市青葉区 クスリのアオキ錦ヶ丘店
滝沢市 いわて生協セットセンター 仙台市青葉区 ㈱サクライ仙台営業所
滝沢市 岩手生協TCｾﾝﾀｰ 仙台市青葉区 ＪＲアグリ仙台
滝沢市 いわて生協日配センター 仙台市青葉区 ㈱西友
滝沢市 盛岡ＳＮ食品販売 仙台市青葉区 西友仙台センター
滝沢市 ㈲タキザワフーズ 仙台市青葉区 ㈱だい久製麺
滝沢市 ㈱肉の横沢　盛岡営業所 仙台市青葉区 服部コーヒーフーズ㈱仙台第２営
滝沢市 ㈲山長 仙台市青葉区 本田食販　㈱
滝沢市 ユニバース盛岡低温物流センター 仙台市青葉区 ライフフーズ仙台
滝沢市 陸上自衛隊岩手駐屯地 仙台市宮城野区 ㈱青葉冷凍　港工場　　　　　　
滝沢市 (株)ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ盛岡西物流 仙台市宮城野区 アオキ㈱
紫波郡紫波町 ㈱青三 仙台市宮城野区 生活協同組合　あいコープみやぎ
紫波郡紫波町 ㈱岩手チキン工房 仙台市宮城野区 ㈲アシスト物流
紫波郡紫波町 ㈱いわちく　岩手 仙台市宮城野区 ｱｲｴｲﾁﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｻｰﾋﾞｽ(株)

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



宮城県 宮城県
仙台市宮城野区 (株)アテナ事務機五大代行ｾﾝﾀｰ 仙台市宮城野区 (株)ハマショク仙台工場
仙台市宮城野区 ｱｻﾋﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ仙台共配ｾﾝﾀｰ日の出 仙台市宮城野区 ピーチ＆ドリーム
仙台市宮城野区 伊藤ハムディリー㈱　　　　　　 仙台市宮城野区 ピボット　原ノ町店
仙台市宮城野区 イトーヨーカ堂仙台生鮮センター 仙台市宮城野区 東日本フード㈱仙台
仙台市宮城野区 ㈱いわちく 仙台営業所 仙台市宮城野区 ビー・アイ運送　仙台
仙台市宮城野区 (株)　いたがき 仙台市宮城野区 東日本冷凍(株)扇町物流センター
仙台市宮城野区 池伝　仙台支店配送ｾﾝﾀｰ 仙台市宮城野区 東日本冷凍港物流センター
仙台市宮城野区 ウェルシア仙台ﾁﾙﾄﾞ共配ｾﾝﾀｰ 仙台市宮城野区 ㈱フードケアリ
仙台市宮城野区 仙台うみの杜水族館 仙台市宮城野区 フレッシュおの
仙台市宮城野区 F-LINE㈱　仙台物流センター 仙台市宮城野区 福岡運輸　仙台
仙台市宮城野区 ㈱海老正　仙台 仙台市宮城野区 ＳＢＳフレイトサービス仙台支店
仙台市宮城野区 ｴｽ･ｱｲ･ﾛｼﾞ㈱東日本物流ｾﾝﾀｰ 仙台市宮城野区 ボーキ佐藤　仙台
仙台市宮城野区 SBSﾌﾚｯｸ㈱扇町ｾﾝﾀｰ 仙台市宮城野区 (株)北商乳販
仙台市宮城野区 小田島アクティ仙台営業所 仙台市宮城野区 北東興産(株)
仙台市宮城野区 カホク運送㈱ 仙台市宮城野区 本間青果
仙台市宮城野区 ㈱　菅野食品　　　　　　　　　 仙台市宮城野区 丸大フード東日本
仙台市宮城野区 関東運輸㈱仙台低温ｾﾝﾀｰ 仙台市宮城野区 マリンフーズ㈱　宮城事業所
仙台市宮城野区 ｶﾄｰﾚｯｸ仙台低温物流ｾﾝﾀｰ 仙台市宮城野区 ㈱マルイ　　　　　　　　　　　
仙台市宮城野区 ㈱キョウスイ　仙台港冷凍工場　 仙台市宮城野区 丸七商事（株）
仙台市宮城野区 ㈱紀文ﾌﾚｯｼｭｼｽﾃﾑ 仙台市宮城野区 丸太中村仙台支店
仙台市宮城野区 ㈱共友食品　 仙台市宮城野区 宮城生協　　　　　　　　　　　
仙台市宮城野区 共進運輸　仙台 仙台市宮城野区 三菱食品　東北定温DC
仙台市宮城野区 ㈱きらら寿司　箱堤店 仙台市宮城野区 ㈲ミヤギカーゴ
仙台市宮城野区 金市朗フーズ 仙台市宮城野区 ㈱みやぎ生協　ＦＣ
仙台市宮城野区 協力組合グリーン 仙台市宮城野区 ㈱宮城ＳＭＧ共配センター
仙台市宮城野区 (株)こばやし 仙台市宮城野区 みちのくフードサービス㈱仙台
仙台市宮城野区 ㈱　サトー商会 仙台市宮城野区 三本ｺｰﾋｰ萩野町
仙台市宮城野区 サトー商会　給食二課 仙台市宮城野区 名糖運輸㈱仙台物流センター
仙台市宮城野区 佐利　仙台営業所　アイディール 仙台市宮城野区 ㈱モリヤ
仙台市宮城野区 サトー商会　中野栄店 仙台市宮城野区 ㈱山福　東北支店
仙台市宮城野区 ｼﾞｰｴﾌｼｰ㈱仙台 仙台市宮城野区 UCCｺｰﾋｰﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ㈱仙台支店
仙台市宮城野区 塩釜陸運㈱　仙台港 営業所 仙台市宮城野区 横浜冷凍㈱　仙台営業所
仙台市宮城野区 真藤急便株式会社　辻野内 仙台市宮城野区 横浜冷凍㈱　仙台物流センター
仙台市宮城野区 ㈱スーパーレックス仙台センター 仙台市宮城野区 ㈱ヨークベニマル　仙台センター
仙台市宮城野区 鮨勘ﾌｰｽﾞ　ｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 仙台市宮城野区 横山食品(株)  仙台支店
仙台市宮城野区 仙都冷蔵㈱仙台新港冷蔵庫 仙台市宮城野区 ラス　スーパーフライ㈱仙台
仙台市宮城野区 仙台冷蔵倉庫㈱ 仙台市宮城野区 (株)RAG仙台
仙台市宮城野区 仙台生花㈱ 仙台市宮城野区 理研食品㈱
仙台市宮城野区 仙花㈱ 仙台市宮城野区 ㈱ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽﾈｯﾄﾜｰｸ仙台ＤＣ　　　
仙台市宮城野区 ㈱盛功流通　仙台 仙台市若林区 ㈲まるとみ商店
仙台市宮城野区 仙台中央食肉卸売市場㈱ 仙台市若林区 ㈱　浅　三　　　　　　　　　　
仙台市宮城野区 仙台冷蔵　中野センター 仙台市若林区 ㈱青葉冷凍　東　　　　　　　　
仙台市宮城野区 仙台冷蔵(株)第３センター 仙台市若林区 アイビー㈱　仙台
仙台市宮城野区 全農チキンフーズ仙台 仙台市若林区 アクアイグニス仙台ﾏﾙｼｪﾘｱﾝ
仙台市宮城野区 孝州 仙台市若林区 ㈱　井筒水産　　　　　　　　　
仙台市宮城野区 ㈱辻野冷蔵庫　仙台 仙台市若林区 ㈲市場八百善　　　　　　　　　
仙台市宮城野区 つかさ屋　東仙台店 仙台市若林区 岩手雪運㈱仙台物流ｾﾝﾀｰ
仙台市宮城野区 東北食材　仙台 仙台市若林区 ㈱伊藤豆屋　仙台本社
仙台市宮城野区 日水物流㈱仙台扇町物流ｾﾝﾀｰ 仙台市若林区 いたがき仙台市場内
仙台市宮城野区 日水物流㈱仙台港物流ｾﾝﾀｰ 仙台市若林区 ㈱魚仙
仙台市宮城野区 JR東日本ﾌｰｽﾞ仙台調理ｾﾝﾀｰ 仙台市若林区 (株)エムコーポレーション
仙台市宮城野区 ㈱日本アクセス新仙台物流ｾﾝﾀｰ 仙台市若林区 ㈱太堀　仙台　　　　　　　　　
仙台市宮城野区 ㈱ニッカネ仙台 仙台市若林区 おいけい 仙台
仙台市宮城野区 日配運輸　仙台営業所 仙台市若林区 尾家産業㈱　仙台支店　
仙台市宮城野区 日本ｱｸｾｽ　仙台港 仙台市若林区 ㈱　カネダイ　　　　　　　　　
仙台市宮城野区 ﾊﾟｰﾙﾗｲｽ宮城 炊飯ｾﾝﾀｰ 仙台市若林区 ㈱か　き　や
仙台市宮城野区 ㈲早田物産 仙台市若林区 ㈱カネカシーフーズ仙台　

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



宮城県 宮城県
仙台市若林区 ㈱菅野漬物食品　仙台（営）　　 仙台市若林区 なとり東北配送センター
仙台市若林区 ㈱　鐘崎　　　　　　　　 仙台市若林区 ㈱日東商会
仙台市若林区 関東運輸仙台第２物流ｾﾝﾀｰ 仙台市若林区 ㈱新沼　
仙台市若林区 ㈱かね久 仙台 仙台市若林区 ㈱西原商会　仙台
仙台市若林区 ㈱東北かねたドライ珍味工場 仙台市若林区 日本産業(株)仙台支店
仙台市若林区 かんだ商事(有) 仙台市若林区 ヌマタ食品流通センター
仙台市若林区 協和水産　㈱　　　　　　　　　 仙台市若林区 服部コーヒーフーズ㈱仙台支店
仙台市若林区 (株)金市朗 仙台市若林区 バリューライフ　仙台加工工場
仙台市若林区 キーコーヒー仙台　営業所 仙台市若林区 ヒューテックノオリン仙台（営）
仙台市若林区 ㈱工藤祐作商店 仙台市若林区 東日本冷凍㈱　　　　　　　　　
仙台市若林区 クリエイトファーム仙台　本社 仙台市若林区 東日本食肉㈱
仙台市若林区 (株)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ武屋食堂 仙台市若林区 福島水産(株)　仙台営業所　　　
仙台市若林区 (株)ｸﾞｯﾄﾞ・ﾜｰｸ・ﾌﾞｰﾂ 仙台市若林区 (株)舞台ファーム
仙台市若林区 興陽 仙台市若林区 (株)ベジフル仙台
仙台市若林区 (株)合食　仙台支店 仙台市若林区 ㈱ほまれフーズ
仙台市若林区 ㈱サンマリ　　　　　　　　　　 仙台市若林区 まるとみ商店
仙台市若林区 ㈱サトー食肉サービス 仙台市若林区 仙台マル住水産　㈱　　　　　　
仙台市若林区 （株）サトー商会　南小泉店 仙台市若林区 ㈱　丸正水産　　　　　　　　　
仙台市若林区 ㈱三和海産　仙台(営) 仙台市若林区 松印　松浦青果㈱　　　　　　　
仙台市若林区 ㈱シーテック仙都 仙台市若林区 ㈱マルタケ青果
仙台市若林区 ㈱　松洋水産　　　　　　　　　 仙台市若林区 マルニ食品㈱　　　　　　　　　
仙台市若林区 ㈱庄　定　　　　　　　　　　　 仙台市若林区 マルヒ食品　仙台営業所
仙台市若林区 ㈱庄司 仙台市若林区 株式会社　マルト仙台支店
仙台市若林区 シブヤ食品(株)仙台工場 仙台市若林区 ㈱　仙台宮水　　　　　　　　　
仙台市若林区 ㈱　鈴力水産 仙台市若林区 ㈱　み　つ　わ
仙台市若林区 東北鈴丸水産　㈱　　　　　　　 仙台市若林区 三本コーヒー㈱　仙台支店
仙台市若林区 (株)鈴木青果　第２工場 仙台市若林区 ㈱ﾏﾙ勇　門間水産　　　　　　　
仙台市若林区 仙都魚類㈱ 仙台市若林区 ㈱守屋青果物商店
仙台市若林区 ㈱　仙台大門 仙台市若林区 門馬商店　卸町
仙台市若林区 マルスイ　㈱仙台水産 仙台市若林区 ㈱ヤマ食　東北　　　　　　　　
仙台市若林区 仙都冷蔵　㈱　　　　　　　　　 仙台市若林区 ㈱鮪福
仙台市若林区 仙台あおば青果㈱ 仙台市若林区 ㈱　渡辺水産　　　　　　　　　
仙台市若林区 ㈱仙水冷蔵 仙台市若林区 ㈱　わたらい　　　　　　　　　
仙台市若林区 マルスイ　㈱仙台水産 仙台市若林区 ㈱渡憲
仙台市若林区 仙台中央漬物㈱　　　　　　　　 仙台市若林区 ㈱渡辺海苔店　
仙台市若林区 ﾏﾙ仙　仙台海産物㈱　　　　　　 仙台市太白区 ウジエロジスティクスセンター
仙台市若林区 青真ライプニング(株) 仙台市太白区 ㈱コジマ商会　仙台営業所
仙台市若林区 仙台市中央卸売市場 仙台市太白区 サトー商会　鹿野店
仙台市若林区 ㈱仙台水産　第２センター 仙台市太白区 ㈱サトー商会　柳生店
仙台市若林区 ﾏﾙｽｲ　㈱仙台水産　セリ場２時 仙台市太白区 ㈱鮨勘フーズ
仙台市若林区 仙台水産　第一センター 仙台市太白区 ビッグハウス　大野田店
仙台市若林区 (株)仙台中央卸売市場配送ｾﾝﾀｰ 仙台市太白区 宮城県学校給食会
仙台市若林区 マル仙　仙台海産物　株式会社 仙台市泉区 ㈱阿部蒲鉾店　泉工場
仙台市若林区 仙台青果流通センター 仙台市泉区 かつ丸仙台中山
仙台市若林区 (株)ダイゲン 仙台市泉区 ㈱キューソー流通システム
仙台市若林区 ㈱　大　新　　　　　　　　　　 仙台市泉区 グリーンマート桂店
仙台市若林区 大和水産　㈱　　　　　　　　　 仙台市泉区 東北国分(株)仙台総合ｾﾝﾀｰ
仙台市若林区 高瀬物産㈱　仙台支店 仙台市泉区 ㈱ｻﾄｰ商会C＆C市名坂東店
仙台市若林区 大鱗　仙台 仙台市泉区 ㈲サン・コーポーレーション
仙台市若林区 (株)タナカバナナ仙台 仙台市泉区 サンドラック宮城ﾁﾙﾄﾞ物流ｾﾝﾀｰ
仙台市若林区 ㈱中華高橋　仙台営業所 仙台市泉区 清次郎　泉店
仙台市若林区 ㈱　天　洋　　　　　　　　　　 仙台市泉区 タイガーフーズ(株)
仙台市若林区 ㈱東海 仙台市泉区 ㈱二興倉庫　仙台泉ｾﾝﾀｰ
仙台市若林区 東北中央青果㈱ 仙台市泉区 ㈱ヒューテックノオリン東北支店
仙台市若林区 ㈱東北かねた　　　　　 仙台市泉区 ㈱ヒューテックノオリン東北支店
仙台市若林区 ㈱ﾄﾛﾅｼﾞｬﾊﾟﾝ 　 仙台市泉区 ﾋﾞｯｸﾞﾊｳｽ八乙女店
仙台市若林区 ㈱トーチク 仙台市泉区 ㈱ﾋｭｰﾃｯｸﾉｵﾘﾝ東北支店第二ｾﾝﾀｰ

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



宮城県 宮城県
仙台市泉区 三菱食品(株)南東北ＤＤＣ泉 石巻市 湊水産㈱
仙台市泉区 ヤマザワ宮城生鮮センター 石巻市 水野水産㈱　石巻
仙台市泉区 ヨシケイ　宮城 石巻市 ミズノシーフーズ㈱
石巻市 (有)アイケイ　渡波工場 石巻市 ㈱三政商店
石巻市 石巻超低温冷蔵 石巻市 ミツワフーズ㈱
石巻市 石巻冷蔵㈱ 石巻市 ミノリフーズ 魚町第二工場
石巻市 ㈱石巻フーズ 石巻市 三國商店 石巻
石巻市 石巻水産加工組合 石巻市 石巻　水野食品　株式会社
石巻市 内源水産　本社 石巻市 宮城製粉㈱　石巻第二工場
石巻市 エムエーシーフーズ工場 石巻市 ㈲山田商店　石巻
石巻市 (有) エムワイフーズ 石巻市 山徳平塚水産㈱　　　　　　　　
石巻市 遠藤商会 石巻市 ㈱ヤマサコウショウ本社
石巻市 ㈱カネヨ　 石巻市 ㈱ヤマトミ
石巻市 ㈱カネサ食品 石巻市 ヤマゴ　石巻
石巻市 ㈱カネシン石巻 石巻市 ㈱ヤマサコウショウ第２工場
石巻市 ㈲木の屋石巻 石巻市 渡波水産加工組合
石巻市 ㈱木の屋石巻水産 塩釜市 ﾏﾙ善　㈱阿部善商店　　　　　　
石巻市 木の屋石巻水産第二工場 塩釜市 ㈱阿部亀商店
石巻市 ケイスイ 塩釜市 カネ新　遠藤水産
石巻市 小池産業㈱石巻 塩釜市 SK塩釜水産加工業 協同組合
石巻市 ㈲ヤマユ 佐勇水産 塩釜市 (株)ｴﾑｹｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ塩釜加工場
石巻市 さんりくフーズ 塩釜市 ＡＭＰ塩釜
石巻市 三和商会石巻支店 塩釜市 エスエスフーズ　塩釜新工場
石巻市 サンワ第２　石巻 塩釜市 エース冷蔵　塩釜
石巻市 さかな屋　魚福 塩釜市 エース冷蔵第二
石巻市 サトー商会Ｃ＆Ｃ石巻蛇田店 塩釜市 ㈱岡崎運輸
石巻市 (株)十文字屋　 塩釜市 ﾔﾏｶ 勝又商店　　　　　　　　　
石巻市 シンヨー水産㈱ 塩釜市 株式会社カネヨ創水
石巻市 新生水産(株) 塩釜市 ㈱海心
石巻市 (株)十文字屋　第二倉庫 塩釜市 カネセイフーズ㈱
石巻市 末永海産㈱ 塩釜市 ｶﾈﾖ　ﾛｲﾔﾘﾃｲ　ﾜﾝ　ﾛｼﾞｽﾃｲｸｽ(株)
石巻市 ㈱スイシン　　　　　　　　　　 塩釜市 ㈱　海心　
石巻市 杉山商店　石巻 塩釜市 極洋食品㈱　塩釜
石巻市 大興水産㈱ 塩釜市 ｶﾈﾖﾛｲﾔﾘﾃｨﾜﾝﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱
石巻市 ㈱高徳海産 塩釜市 ﾏﾙマ　佐々木水産㈱　　　　　　
石巻市 ダイマル食品㈱  石巻工場 塩釜市 三晃食品㈱　　　　　　　　　　
石巻市 大興水産　第三 塩釜市 ㈱志田金
石巻市 大成水産株式会社 塩釜市 ㈱　渋谷商店
石巻市 株式会社マルイチ高橋商店 塩釜市 塩釜魚市場
石巻市 タイヘイ㈱石巻工場 塩釜市 ㈱ＳＫ塩釜水産食品　　　　　　
石巻市 高徳海産松並ｾﾝﾀｰ 塩釜市 ㈲ショウケイフーズ
石巻市 多呂源　石巻 塩釜市 塩釜陸運㈱
石巻市 ㈱　千田商店　 塩釜市 塩釜市団地水産加工業協同組合
石巻市 天祐丸冷凍冷蔵　石巻 塩釜市 カネ多　須藤商店　　　　　　
石巻市 ㈱トーワ冷蔵　 塩釜市 菅原食品販売　塩釜
石巻市 トランスポート宮城㈱ 塩釜市 スギ製菓(株)東北工場
石巻市 日宝物産　株式会社 塩釜市 仙都食品販売㈱　　　　　　　　
石巻市 東日本フーズ㈱　　　　　　　　 塩釜市 全国漁業協同組合連合会　塩釜　
石巻市 日和冷蔵㈱　石巻 塩釜市 瀬川勝雄商店　塩釜支店
石巻市 富士国物産　石巻 塩釜市 仙台漬魚㈱
石巻市 本田水産㈱ 塩釜市 ぜんぎょれん食品(株)
石巻市 マルホ　保原商店 塩釜市 ㈲ヤマコ武田商店　水産加工場
石巻市 丸協　石巻　　　　　　　　　　 塩釜市 ㈱　高浜
石巻市 マリンプロ 塩釜市 ㈱　東北トクスイ
石巻市 ㈱マルシュウフーズ 塩釜市 東海澱粉㈱　塩釜営業所
石巻市 (株)丸邦内海商店　 塩釜市 トーワ冷蔵　塩竃
石巻市 宮城東洋㈱ 塩釜市 東北陸運㈱　塩釜

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



宮城県 宮城県
塩釜市 塩釜ﾏﾙ吉早坂商店 気仙沼市 ㈱千葉喜商店　　　　　　　　　
塩釜市 ヒットエスフーズ　　　　　　　 気仙沼市 ㈱　超冷
塩釜市 東日本冷凍(株)塩釜物流センター 気仙沼市 デイリーポート新鮮館　気仙沼店
塩釜市 ㈲双葉食研 気仙沼市 東北陸運㈱　気仙沼営業所
塩釜市 ㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ物流 塩釜物流ｾﾝﾀｰ 気仙沼市 東和水産　気仙沼営業所
塩釜市 マルハ㈱　塩釜　　　　　　　　 気仙沼市 ㈱トヨタフーズ
塩釜市 マルブン食品㈱　　　　　　　　 気仙沼市 ㈱波座物産　気仙沼工場
塩釜市 ㈱ 間宮商店　　　　　　　　 気仙沼市 ㈱八葉水産　　　　　　　　　　
塩釜市 ﾏﾙｲﾁ塩釜魚市場水産加工業協組　 気仙沼市 畠和水産㈱
塩釜市 株式会社　丸　心　 気仙沼市 ｶﾈｼｮｳ　原田商店
塩釜市 マルミヤフーズ株式会社 気仙沼市 ㈱八葉水産　冷凍工場
塩釜市 ﾏﾙ三　松並商店 気仙沼市 花道 気仙沼
塩釜市 塩釜　丸市市場前冷蔵庫 気仙沼市 ㈱フジミツ岩商
塩釜市 (株)マルケン菊地商店 気仙沼市 ﾌｼﾞﾐﾂ　岩商　赤岩工場
塩釜市 塩釜地区水産加工業協同組合第二 気仙沼市 ㈱　豊洋海産流通　　　　　　　
塩釜市 マル小　宮下商店 気仙沼市 北星　
塩釜市 みなとや釣具店 気仙沼市 丸上商店
塩釜市 三波食品㈱　　　　　　　　　　 気仙沼市 マルトヨ食品
塩釜市 ㈱宮商　東日本支店 気仙沼市 まるきた商店弁天町
塩釜市 (有)三ツ扇 (魚市場事務所） 気仙沼市 (株)ミナト水産
塩釜市 ㈱明豊　冷蔵部 気仙沼市 宮城東洋(株)気仙沼工場
塩釜市 ｶﾈﾖ 山野辺水産㈱　　　　　　　 気仙沼市 村田漁業㈱松岩冷凍工場
塩釜市 ㈱ヤママサ　　　　　　　　　　 気仙沼市 (株)ヤヨイサンフーズ気仙沼
塩釜市 (株)ＹＡＭＡＴＯ 気仙沼市 ㈲気仙沼生鮮館 やまひろ
塩釜市 ㈱友心 気仙沼市 横浜冷凍㈱気仙沼工場
気仙沼市 ㈱加和喜フーズ　　　　　　　　 気仙沼市 ㈱冷水
気仙沼市 ㈱阿部長商店 白石市 ㈱岡崎商店　　　　　　　　　　
気仙沼市 ㈱ あかふさ食品 白石市 ㈱カキヤ　白石
気仙沼市 磯屋水産　港町 白石市 マルホンカウボーイ白石店
気仙沼市 ㈱ＭＣＦ 白石市 ㈱ニチレイフーズ　白石工場
気仙沼市 ㈱二印大島水産 名取市 いちまる水産㈲　閖上
気仙沼市 有限会社　ﾔﾏ小 小野健商店 名取市 ウェルネス伯養軒　仙台支店
気仙沼市 大森　気仙沼 名取市 ㈱海祥　　　　
気仙沼市 ㈱　カネダイ 名取市 ｺｺｽｼﾞｬﾊﾟﾝ東北物流ｾﾝﾀｰ
気仙沼市 マルホンカウボーイ気仙沼店　　 名取市 ㈱佐々直　名取工場
気仙沼市 ㈲カネヒカリ商店 名取市 ㈱ささ圭
気仙沼市 ㈱かわむら気仙沼工場 名取市 ㈲ﾏﾙ七　佐藤水産
気仙沼市 からくわフードセンター 名取市 サンネット日配センター
気仙沼市 カネダイ水産食品部川口町 名取市 ささ圭　
気仙沼市 カネカシーフーズ 気仙沼 名取市 (株)鈴栄
気仙沼市 ㈱　魚の駅 行場商店 　　 名取市 ㈱センシン食品宮城名取工場
気仙沼市 気仙沼水産加工業協同組合 名取市 ｾﾝｺﾝ物流 仙台空港
気仙沼市 気仙沼青果物流通市場㈱ 名取市 日生協名取冷蔵DC
気仙沼市 気仙沼魚市場 名取市 ㈲ﾏﾙｹﾞﾝ 浜口商店　　　　　　　
気仙沼市 気仙沼漁業協同組合超低温冷蔵庫 名取市 フジフーズ㈱仙台工場
気仙沼市 気仙沼冷加工　朝日工場 名取市 ㈱フクべイフーズ
気仙沼市 ㈱冷水　第２冷蔵庫 名取市 物産ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ仙台DC
気仙沼市 気仙沼冷加工　赤岩工場 名取市 (有)マルタ水産　
気仙沼市 気仙沼フレッシュ 名取市 マクサム通運仙台物流センター
気仙沼市 気仙沼水産食品事業協同組合 名取市 (株)宮城運輸
気仙沼市 ㈱斉吉商店　潮見 名取市 ムロオ愛島センター
気仙沼市 気仙沼鹿折加工協同組合 名取市 ﾒﾃﾞｼﾏｷｮｳﾊｲFS愛島共配ｾﾝﾀｰ
気仙沼市 すし海道　気仙沼店 名取市 ライジン 閖上
気仙沼市 ㈱星和 角田市 マルホンカウボーイ角田店
気仙沼市 ㈱マルヤマカ高順商店 角田市 ㈲仙南蔬菜加工センター
気仙沼市 ㈱大一物流　気仙沼営業所 角田市 滝沢ハム　仙南
気仙沼市 ㈱千坂　気仙沼支店 多賀城市 ㈱稲井　多賀城

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



宮城県 宮城県
多賀城市 ｺｰﾌﾟ東北物流多賀城ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙｾﾝﾀｰ 富谷市 ㈱秋茜
多賀城市 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｰﾄﾞ東北(株) 富谷市 ｱｲｴｲﾁﾐｰﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ(株)富谷
多賀城市 ㈱シルバーベル　　　　　　　　 富谷市 ㈱　カルラ　　　　　　　　　　
多賀城市 ㈱武蔵野　仙台工場 富谷市 共進運輸㈱ 富谷センター
多賀城市 門馬商事㈱ 富谷市 グリーンデリカ　富谷
岩沼市 ｲｵﾝｸﾞﾙｰﾌﾟｼﾞｬｽｺ仙台ＰＣｾﾝﾀｰ 富谷市 鴻池運輸㈱東部支店仙台営業所
岩沼市 全日本食品㈱  東北地区本部 富谷市 コストコ　富谷店
岩沼市 センコー(株)臨空ＰＤセンター 富谷市 サンネット共同購入ドライＳＣ
岩沼市 仙水フーズ 富谷市 ｻﾝﾈｯﾄ共同購入総一冷凍ｾｯﾄｾﾝﾀｰ
岩沼市 中越通運　岩沼ＡＬＣ 富谷市 せん菜マルシェ
岩沼市 ㈱つま新　岩沼 富谷市 ビッグハウス富谷店
岩沼市 ＤＣＭ　仙台空港前センター 富谷市 みやぎ生協生鮮セットセンター
岩沼市 ㈱にしむら　仙台支店 富谷市 ランテック仙台支店
岩沼市 ニチレイ　仙台南 刈田郡蔵王町 ㈱　福膳 福一第三工場
岩沼市 ㈱西木食品 柴田郡大河原町 クスリのアオキ大河原店
岩沼市 ㈱日本デリカフレッシュ仙台(MS) 柴田郡大河原町 サトー商会　Ｃ＆Ｃ大河原店
岩沼市 ㈱にしき食品　空港南工場 柴田郡村田町 トーカンＦＳ 仙台センター
岩沼市 服部ｺｰﾋｰﾌｰｽﾞ(株)岩沼物流ｾﾝﾀｰ 柴田郡村田町 服部ｺｰﾋｰﾌｰｽﾞ㈱村田物流ｾﾝﾀｰ
岩沼市 ファミリーマート㈱東北総合ｾﾝﾀｰ 柴田郡村田町 ヒタチ㈱東北物流センター
岩沼市 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｰ　イオン仙台ＰＣｾﾝﾀｰ 柴田郡村田町 ㈱北海屋 村田店
岩沼市 丸大冷蔵仙台　　　　　　　 柴田郡村田町 ヤマザキ物流  村田
岩沼市 美松冷蔵倉庫　㈲ 柴田郡柴田町 ㈱イトーチェーン
岩沼市 南貨物(株)仙台営業所 柴田郡柴田町 ＳＶＧ　東北ｽｰﾊﾟｰﾊﾞﾘｭｰｸﾞﾙｰﾌﾟ
岩沼市 株式会社　利久　生産本部 柴田郡柴田町 ㈱シバセン
岩沼市 ㈱利久 岩沼第三工場 柴田郡柴田町 マルトモ㈱仙台工場　　　　　　
登米市 エスビー食品　宮城工場 柴田郡柴田町 マルトモ第２工場
登米市 マルホンカウボーイ佐沼店 柴田郡川崎町 ㈱ﾗｲﾌﾌｰｽﾞ生鮮事業部 仙台ﾌｧｸﾄﾘｰ
登米市 サトー商会　佐沼 亘理郡亘理町 エイムカイワ亘理
登米市 デイリーポート新鮮館　佐沼店 亘理郡亘理町 おはぎ本舗たなぼた家
登米市 ㈲　菜の花村 亘理郡亘理町 (株)和莓
登米市 ㈱丸徳阿部 亘理郡亘理町 ㈱　北都食品
登米市 マルニ食品　登米 亘理郡亘理町 ㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛﾘﾃｰﾙｻｰﾋﾞｽ  仙台工場
栗原市 あじわいの朝　築館店 宮城郡利府町 イオン新利府プロセスセンター
栗原市 伊藤ﾊﾑﾃﾞｲﾘｰ㈱ 東北ｷﾞﾌﾄｾﾝﾀｰ 宮城郡利府町 総合食品エスイー㈱仙台営業所
栗原市 おてんとさん若柳店 宮城郡利府町 ㈱けんこう村
栗原市 (株)クックガーデン 宮城郡利府町 ㈱三和食品　利府　
栗原市 ビッグハウス築館店 宮城郡利府町 サンデリカ仙台第１
栗原市 ㈱ベジ・ドリーム栗原 宮城郡利府町 野川食肉食品ｾﾝﾀｰ　利府店
栗原市 山の駅くりこま 宮城郡利府町 一般社団法人みやぎ保険企画
栗原市 リッチフィールド栗原 黒川郡大和町 富永精肉店
東松島市 ㈱石巻青果 黒川郡大郷町 ｶﾈﾘｮｳ(有)高木商店
東松島市 石印青果卸売 加美郡加美町 おてんとさん中新田店
東松島市 ㈱あいのや配送センター 加美郡加美町 ㈱ﾋﾟｯｸﾙｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 宮城
東松島市 石巻青果商業協同組合　　　　　 加美郡加美町 やくらいフーズ　加美
大崎市 國山食材㈱ 遠田郡涌谷町 おてんとさん涌谷
大崎市 ㈲三和商会　古川営業所　　　 遠田郡美里町 ㈱扇屋
大崎市 サトー商会　Ｃ＆Ｃ古川店 遠田郡美里町 ㈱瀬川勝雄商店　小牛田
大崎市 サトー商会 古川駅東店 遠田郡美里町 ㈱ 瀬川　本店
大崎市 スーパーセンタートラスト岩出山 遠田郡美里町 (有)ナチュラルプレカット
大崎市 ㈱千坂　古川支店 遠田郡美里町 ビッグハウス小牛田店
大崎市 東北萬国社　古川 遠田郡美里町 マルキョウ ㈱丸協　　　　
大崎市 ㈱肉の白鳥 遠田郡美里町 丸大掘内　株式会社　みやぎ支店
大崎市 パン工房 豆豆 牡鹿郡女川町 ㈱　石森商店　
大崎市 ㈱古川青果地方卸売市場 牡鹿郡女川町 女川魚市場買受人協同組合
大崎市 ㈱古川ミート 牡鹿郡女川町 ㈱鮮冷
大崎市 ㈱古川ﾐｰﾄ　食肉加工ｾﾝﾀｰ 牡鹿郡女川町 ㈱　高政
大崎市 マルヒ食品㈱鹿島台  本社 牡鹿郡女川町 ＹＫ水産 女川

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



宮城県 秋田県
本吉郡南三陸町 マルアラ㈱及川商店 秋田市 ㈱松紀フレッシュセンター
本吉郡南三陸町 マルアラ㈱及川商店 秋田市 マルト 秋田店
本吉郡南三陸町 (株)ケーエスフーズ 秋田市 ㈱丸大冷蔵　秋田（朝納品）
本吉郡南三陸町 東北陸運(株) 志津川営業所 秋田市 松紀　秋田南青果センター

秋田県 秋田市 三浦冷蔵㈱
秋田市 マルスイ　秋田中央水産㈱ 秋田市 三浦冷蔵　秋田　
秋田市 マルウオ　㈱秋田丸魚 秋田市 南貨物自動車㈱　秋田営業所
秋田市 秋田丸栄 秋田市 三菱食品秋田第二低温DC秋印港営
秋田市 ㈱秋田市場運送　　　　　　　　 秋田市 明治フレッシュＮ㈱　秋田支店
秋田市 秋印　秋田中央青果㈱　　　　　 秋田市 ㈱　やすだ
秋田市 丸果　秋田県青果㈱　　　　　　 秋田市 ユタカフーズ
秋田市 秋田市民生協 協同購入センター 秋田市 UCC上島ｺｰﾋｰ秋田
秋田市 秋田米飯給食 秋田市 ヨシケイ秋田
秋田市 秋田市民消費生協 秋田市 ヨコウン 秋田営業所
秋田市 秋田県学校給食会 秋田市 臨海食品協業組合
秋田市 秋田科学物産㈱ 秋田市 （株）ローソン  秋田CDC
秋田市 アズマカンパニー秋田 秋田市 ㈱渡辺海苔店　秋田支店
秋田市 秋田まるごと市場 能代市 テラタ配送センター
秋田市 秋田市場運送 能代市 ﾏﾙｽｲ秋田中央水産 能代支店
秋田市 秋印運輸低温物流センター 能代市 ㈱能代青果地方卸売市場　　　　
秋田市 ABC ㈱秋田物流センター新御所野 能代市 (株)能代水産
秋田市 秋 印 株式会社 横手市 ゆうゆうプラザ
秋田市 ㈱アキレイ　秋田営業所 横手市 ㈱秋田県南青果地方卸売市場　
秋田市 イオン秋田ＸＤセンター　ＳＵＣ 横手市 ㈱イワミヤ　　　　　　　　　　
秋田市 一丸鮨　秋田店 横手市 ㈱中村商会　横手
秋田市 イオン秋田ＡＦＳ 横手市 丸大堀内㈱　横手支店　　　　　
秋田市 ㈱小田島ｱｸﾃｨ医療食部 秋田(営) 横手市 ㈱横手水産
秋田市 加藤産業㈱　秋田 横手市 横手中水㈱
秋田市 ㈱かがや 横手市 ヨコウン㈱ 横手
秋田市 ㈱金森水産 横手市 横手市増田まんが美術館
秋田市 函太郎　秋田広面店 大館市 赤から　大館店
秋田市 加藤産業　秋田（夜中納品） 大館市 いとくデリカセンター
秋田市 ㈱コジマ商会　秋田 大館市 いとく大館物流ｾﾝﾀｰ生鮮
秋田市 ㈱サトー商会　秋田 大館市 いとく大館物流センター  ﾁﾙﾄﾞ
秋田市 イオン秋田物流センター 大館市 大印　大館市青果魚類卸売㈱
秋田市 シンドウ　秋田 大館市 マルスイ　大館集配センター
秋田市 高瀬物産㈱　秋田支店 大館市 大館物流冷蔵倉庫
秋田市 ㈱大商金山牧場秋田食肉流通ｾﾝﾀｰ 大館市 マルホンカウボーイ大館店　　　
秋田市 ㈱田口フードサービス 大館市 ㈱木村食品工業　大館工場
秋田市 デイリーヤマザキ秋田センター 大館市 木村食品工業　第４工場
秋田市 東冷フーズ秋田 大館市 ㈲けんぽく
秋田市 ㈱東北萬国社　秋田営業所 大館市 ㈱コジマ商会　大館
秋田市 東北フローズン秋田 大館市 ㈱サトー商会　大館
秋田市 ドジャース商事川尻センター 大館市 白沢通園センターふれあいの店
秋田市 ㈱ナイス秋田物流センター御所野 大館市 東北明販大館共配センター
秋田市 (株)中村商会　秋田 大館市 北鹿製氷冷蔵　大館　
秋田市 ㈱日本アクセス　秋田 大館市 ﾎﾞｰｷ佐藤㈱　大館
秋田市 日本フード㈱　東北秋田 大館市 ㈱丸大冷蔵　大館
秋田市 日本アクセス秋田（夜中納品） 湯沢市 ㈱アキレイ
秋田市 服部コーヒーフーズ㈱　秋田 湯沢市 ﾔﾏｺ ㈱湯沢水産地方卸売市場　　
秋田市 ﾌｼﾞﾌｰｽﾞ秋田工場(Fﾘﾝｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ) 鹿角市 マルホンカウボーイ鹿角店　
秋田市 ﾎﾞｰｷ佐藤㈱　秋田　　　　　　　 鹿角市 ㈱海星　八幡平工場
秋田市 北斗製氷　土崎 鹿角市 マルホンカウボーイ花輪店
秋田市 ㈱マルヨ食品 鹿角市 ㈱関小市商店
秋田市 ㈱マルダイ物流センター 由利本荘市 マルホンカウボーイ本荘店　　　
秋田市 ㈱　松紀  業務納品部　（場内） 由利本荘市 ㊥㈱本荘丸中魚市場　　　　　　
秋田市 マックスバリュー秋田 大仙市 果汁工房果琳ｲｵﾝﾓｰﾙ大曲店

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



秋田県 山形県
大仙市 ㈱ササキ食材　 車番１３４ 米沢市 かねしめ水産㈱　　　　　　　　
大仙市 サハンジイオンモール大曲店 米沢市 ㈱山形丸魚　米沢　　　　　　　
大仙市 冨木海産物店　　　　　　　　　 米沢市 米印  米沢青果㈱
大仙市 ビックフレック配送センター 鶴岡市 ㈱Aｺｰﾌﾟ東日本山形 庄内食材ｾﾝﾀｰ
大仙市 よねや物流センター 鶴岡市 大山商事
南秋田郡大潟村 (株)餃子計画　秋田大潟工場 鶴岡市 函太郎　鶴岡
仙北郡美郷町 タカヤナギ美郷物流センター 鶴岡市 共立社　庄内物流センター

山形県 鶴岡市 共立社（鶴岡）水産加工センター
山形市 伊藤青果 鶴岡市 共立社(鶴岡) 日配センター　
山形市 イオン山形ＸＤ 鶴岡市 三和フーズ　鶴岡
山形市 伊藤ハムデイリー山形 鶴岡市 ㈱サトー商会鶴岡営業所
山形市 ㈱海老正　山形 鶴岡市 主婦の店　鶴岡水産センター
山形市 ㈱オネテック 鶴岡市 有限会社 地主商店
山形市 加藤産業　山形（営）㈱ 鶴岡市 タカノ食品　鶴岡
山形市 有限会社 片桐八百屋 鶴岡市 達商 鶴岡
山形市 共立社  山形  共同購入センター 鶴岡市 鶴岡魚類㈱　　　　　　　　　　
山形市 (株)　共配 鶴岡市 ヤマリン　㈱手塚商店
山形市 ㈱三和フードサービス本社 鶴岡市 ㈱手塚商店
山形市 ㈱サトー商会　山形 鶴岡市 東北冷蔵製氷㈱　鶴岡
山形市 サトー商会　Ｃ＆Ｃ　山形店 鶴岡市 マルホン PLUS Sモール店
山形市 (株)サンコー食品　山形工場 酒田市 ㈱エーダイ食品　　
山形市 高瀬物産㈱　山形支店 酒田市 (有)奥山商店　
山形市 タカノ食品　山形 酒田市 マルホンカウボーイ酒田店　　　
山形市 東北フローズン　山形 酒田市 有限会社　兼重水産
山形市 東北萬国社　山形支店 酒田市 蒲徳商店
山形市 中野商事株式会社　 酒田市 函太郎 酒田店
山形市 ㈱ニチレイ　山形 酒田市 ケーエス庄内
山形市 ㈱にしむら　山形支店 酒田市 コジマ商会　酒田営業所
山形市 服部コーヒーフーズ㈱　山形 酒田市 ㈱山形丸魚　酒田　　　　　　　
山形市 福島鰹株式会社 東北支店 酒田市 日本海水産㈱　酒田　　　　　　
山形市 文下屋　山形　　　　　　　　　 酒田市 ㈱酒田ラインサービス　　　　　
山形市 ㈱丸勘　山形青果市場 酒田市 ㈱三和商会　酒田
山形市 マルニ　山形 酒田市 酒田 菅原鮮魚
山形市 三本コーヒー㈱山形支店 酒田市 高瀬物産㈱　庄内営業所
山形市 元青果　山形営業所 酒田市 ㈱大商  酒田本店
山形市 山形市場　DC 酒田市 ㈱　ト一屋
山形市 ㈱山形丸水　　　　　　　　　　 酒田市 ㈱東北萬国社　酒田営業所
山形市 (株)山形丸魚　山形支社 酒田市 ㈱ト一屋　東町
山形市 山形県水㈱ 酒田市 東北フローズン 酒田
山形市 山形県学校給食会　　　　　　　 酒田市 株式会社鳥梅　酒田支店
山形市 山形丸果中央青果㈱ 酒田市 日東商会　酒田支店
山形市 山形フイッシュセンター　　　　 酒田市 野川食肉食品センター　酒田
山形市 ヤマザワ山形生鮮センター 酒田市 東日本フード　庄内
山形市 山形ソルト商事㈱ 酒田市 ㈱マルエス水産　　　　　　　　
山形市 山形食品館２５６ 酒田市 山形丸魚　庄内物流センター
山形市 UCCｺｰﾋｰﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ㈱ 山形営業所 酒田市 (株)山形飛鳥  船場町　
山形市 ユーシーシーフーズ(株)山形支社 酒田市 UCCｺｰﾋｰﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ㈱酒田営業所
山形市 ㈱ヨシケイ山形 酒田市 和光食材㈱酒田 　　　　　
山形市 ローソン山形　CDC 新庄市 マルホンカウボーイ新庄店　　　
山形市 ＹＢＳサービス㈱　 新庄市 ㈱山形丸魚　新庄　　　　　　　
米沢市 神田商店　米沢　　　　　　　　 寒河江市 おーばんﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ山形物流ｾﾝﾀｰ
米沢市 マルホンカウボーイ　米沢店 寒河江市 CGC山形ｾﾝﾀｰ
米沢市 カネジョウ　佐野水産㈱ 寒河江市 ㈱ヨークベニマル山形センター
米沢市 (株)シンセイ食品 寒河江市 和光食材　寒河江
米沢市 生活クラブ　山形(米沢) 上山市 コストコ　かみのやま店
米沢市 内藤醸造 株式会社 村山市 ㈱山形丸魚　楯岡　　　　　　　
米沢市 ㈱にしむら　米沢 長井市 ㈱山形丸魚　長井営業所　　　　

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



山形県 福島県
長井市 長井中央青果㈱ 福島市 服部コーヒーフーズ㈱　福島
天童市 ㈱おーばんホールディングス 福島市 マルコウ　㈱福島丸公
天童市 共配　天童営業所 福島市 丸果　福島中央青果卸売㈱
天童市 株式会社　全農ライフサポート 福島市 ㈱舟山商店　福島
天童市 ㈱ 大正館食品 福島市 ふじや食材　福島　　　
天童市 天童綜合食品㈱　 福島市 福島市中央卸売市場
天童市 天童青果市場 福島市 財団法人　福島県学校給食会
天童市 日東ベスト 株式会社  天童工場 福島市 福島市場内冷蔵庫
天童市 日本ｱｸｾｽ天童 ﾁﾙﾄﾞ物流ｾﾝﾀｰ 福島市 福島県北運輸冷蔵
天童市 ㈱日本ｱｸｾｽ山形 冷凍物流ｾﾝﾀｰ 福島市 ㈱マルセイ
天童市 野川食肉食品ｾﾝﾀｰ 天童 福島市 丸和食品㈱　福島営業所
天童市 (株)風味堂 福島市 三本コーヒー福島
天童市 ミクロ天童　　　　　　　　　　 福島市 ヤマショウ水産
天童市 山形丸魚　低温物流センター 福島市 ㈱ヨシケイ　福島(支)
天童市 株式会社　両国屋フーズ 福島市 ㈲渡水産
東根市 (株)天童給食センター 東根工場 福島市 ㈲ 和耕
東根市 福山通運　山形 会津若松市 ㈱若松魚類　会津
東根市 マックスバリュー山形 会津若松市 (株)会津丸水
東根市 丸市運送　本社倉庫 会津若松市 会津丸善水産㈱
南陽市 ㈲宮内ハム 会津若松市 丸果会津青果㈱
東村山郡中山町 ﾎﾞｰｷ佐藤㈱　山形支店　　　　　 会津若松市 会津丸善加工センター
西村山郡大江町 マルハニチロ(株)　大江工場 会津若松市 ㈲会津中央青果
北村山郡大石田町 ㈱マルニ　鈴木食品 会津若松市 会津天宝醸造㈱ 神指町
東田川郡三川町 マルホンカウボーイ三川店 会津若松市 海老の五ノ井
東田川郡三川町 丸果　庄内青果㈱　　　　　　 会津若松市 株式会社　江戸屋
東田川郡三川町 ㈱庄果 会津若松市 ｸﾞﾗﾑｽﾌｧｰﾑ株式会社
東田川郡三川町 ㈱　東洋食品　　　　　　　　　 会津若松市 ㈱サトー商会　会津
東田川郡三川町 ㈱にしむら　庄内支店 会津若松市 サトー商会　会津 C&C
東田川郡三川町 ㈱元青果　　　　　　　　　 会津若松市 高瀬物産㈱　会津営業所
東田川郡三川町 ㈲大和青果 会津若松市 ダイサン食材　会津　　　　　　
東田川郡三川町 ㈱ゆうか 会津若松市 ㈱大善　会津
東田川郡庄内町 ㈱大商金山牧場産地ﾊﾟｯｸｾﾝﾀｰ庄内 会津若松市 二丸屋　山口商店
東田川郡庄内町 ㈱マルハチ 会津若松市 服部コーヒーフーズ㈱　会津
飽海郡遊佐町 ㈲木川屋本店 会津若松市 東日本フード㈱会津営業所
飽海郡遊佐町 グリーンストア株式会社 会津若松市 福島冷販センター㈱会津営業所
飽海郡遊佐町 本間物産㈱ 会津若松市 舟山商店　会津
飽海郡遊佐町 ㈲マルジン 会津若松市 ㈲丸実

福島県 会津若松市 丸和食品　会津
福島市 高瀬物産㈱　福島支店 会津若松市 ㈱ヨシケイ福島　会津(支)
福島市 アイビー(株)福島営業所 会津若松市 ﾘｵﾝﾄﾞｰﾙ大善ﾁﾙﾄﾞ物流ｾﾝﾀｰ
福島市 ㈲油井海草店 会津若松市 リオンドール
福島市 岩見　福島 会津若松市 若武商店
福島市 いちい（デイリーサービス） 郡山市 あさかのフレッシュ
福島市 海老幸商事㈲ 郡山市 ㈱アルロ郡山物流センター
福島市 ㈱　大水　　　　　　　　　　　 郡山市 ㈱伊藤食品
福島市 菅野食品㈱福島 郡山市 イトーヨーカ堂郡山生鮮ｾﾝﾀｰ
福島市 ｸｰﾙﾃｯｸｻｶﾞﾜ　福島 郡山市 海老の丸や
福島市 郡山冷蔵製氷　福島低温センター 郡山市 ㈱海老正　郡山
福島市 ㈱近野 郡山市 小田島アクティ 福島営業所
福島市 ㈱サトー商会　福島 郡山市 ㈱キシモト　
福島市 （株）サトー商会 Ｃ＆Ｃ福島 郡山市 ｸｰﾙﾃｯｸｻｶﾞﾜ　深田台
福島市 ㈲サンフーズ福島 郡山市 ｸｰﾙﾃｯｸｻｶﾞﾜ　郡山東
福島市 サクラロジ 福島 郡山市 マルスイ　㈱郡山水産　
福島市 松月堂　福島 郡山市 ㈱郡山市場配送センター　　　　
福島市 (株)鈴商グリーン 郡山市 ﾏﾙＫ 郡山
福島市 塚本青果㈱ 郡山市 郡山冷蔵製氷(本社)
福島市 株式会社デイリーサービス 郡山市 郡山市総合地方卸売市場

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



福島県 福島県
郡山市 郡山水産加工食品部 いわき市 高瀬物産㈱　いわき営業所
郡山市 ＣＯＯＰフクシマ郡山センター いわき市 燈尚物産 ㈱ いわき
郡山市 ㈱郡山大新青果 いわき市 永谷園ﾌｰｽﾞｻﾝﾌﾚｯｸｽ第一工場
郡山市 三桜商事㈱  郡山支店 いわき市 西野屋食品㈱　　　　　　　　　
郡山市 ㈱サンデリカ郡山事業所 いわき市 ㈱ニッカネ　いわき営業所
郡山市 ㈱ サトー商会　郡山 いわき市 ㈱日本アクセス　いわき
郡山市 JAﾗｲﾌｸﾘｴｲﾄ  郡山物流ｾﾝﾀｰ食材課 いわき市 服部コーヒーフーズ㈱　いわき
郡山市 シブヤ食品㈱郡山工場 いわき市 ㈱フレッシュまるいち
郡山市 ㈱食菜工房 いわき市 福島冷販センター㈱いわき
郡山市 ダイサン食材　郡山　　　　　　 いわき市 福島県漁連　小名浜冷凍冷蔵工場
郡山市 高瀬物産㈱　郡山支店 いわき市 ㈱　平果
郡山市 第一水産　郡山 いわき市 ㈱丸千ブライツ
郡山市 ㈱大熊　郡山工場 いわき市 ㈱マルト配送センター
郡山市 燈尚物産　郡山 いわき市 丸中製氷冷蔵㈱
郡山市 ㈱東心水産 いわき市 丸和食品 ㈱　いわき (営)
郡山市 東北明販㈱　福島支店 いわき市 山菱水産　㈱　　　　　　　　　
郡山市 富岡商店漬物工場 いわき市 ㈱山菱水産　小名浜工場
郡山市 ㈱二丸屋　山口商店　郡山（営） いわき市 山川商店
郡山市 服部コーヒーフーズ㈱　郡山 いわき市 ㈱　夕月
郡山市 福島冷販センター㈱郡山 いわき市 吉成物産㈱　いわき
郡山市 物産ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ東北ｾﾝﾀｰ いわき市 ヨークベニマルいわきセンター
郡山市 ﾎﾞｰｷ佐藤㈱　郡山支店 白河市 桜乳業株式会社
郡山市 （株）丸佳　郡山 白河市 マルスイ　白河魚市場㈱
郡山市 ㈱マルケイ青果市場 白河市 白河青果㈱
郡山市 マリンフーズ㈱福島事業所 須賀川市 ㈱信栄フーズ
郡山市 丸和食品　郡山 須賀川市 ㈱須賀川東部運送
郡山市 マルト 郡山店 須賀川市 須賀川東部運送 冷凍事業部第2C
郡山市 マスキン青果(株) 須賀川市 紅食　　　　　　　　　　　　　
郡山市 三本コーヒー㈱郡山 須賀川市 マルワ 丸和水産㈱　須賀川
郡山市 ㈱山一中央青果卸売市場 喜多方市 まるやま喜多方店
郡山市 山一ベジフル㈱ 相馬市 ㈲飯塚商店
郡山市 ＵＣＣ上島珈琲㈱　郡山 相馬市 大橋屋　小泉店
郡山市 ㈱ヨークベニマル郡山センター 相馬市 有限会社　カネヨ水産
郡山市 ライフフーズ郡山　 相馬市 (株)サンエイ食品
郡山市 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸﾈｯﾄﾜｰｸ郡山物流センター 相馬市 相馬魚類㈱　　　　　　　　　　
郡山市 ㈱渡辺海苔店　郡山 相馬市 中澤水産㈲
いわき市 ㈱アオキ　いわき営業所 相馬市 ㈲ニイツマフーズ
いわき市 アイビー㈱いわき 営業所 相馬市 船橋屋商事㈱　
いわき市 ㈱アイナバ　いわき 相馬市 フレスコキクチ
いわき市 マルウオ　いわき魚類㈱　　 相馬市 ㈱丸仁水産
いわき市 ㈱いわき中水　　　　　　　　　 相馬市 (株)マル六佐藤水産
いわき市 いわき市中央卸売市場 二本松市 東洋商事㈱　福島営業所
いわき市 ㈱いわき中水　冷蔵庫 南相馬市 ㈱伊藤商店　南相馬営業所
いわき市 いわきチルド食品センター 南相馬市 株式会社　菅野漬物食品
いわき市 ㈲イーストフーズ 南相馬市 柴田鮮魚販売㈱　原町
いわき市 いわき遠野らぱん 南相馬市 柴田鮮魚販売　加工部
いわき市 海老や 南相馬市 食品専科松双
いわき市 大国商事 南相馬市 ヘルシーランチ　まつばら
いわき市 ㈱かねいし商店 伊達市 あぶくま食品㈱
いわき市 ㈱　釜庄 伊達市 ﾃﾞﾘｶﾌｰｽﾞ福島工場　
いわき市 カゴメ　いわき小名浜菜園 伊達市 山城食品 株式会社
いわき市 かねいし商店 第２工場 本宮市 ㈱アイソニーフーズ福島
いわき市 木村ミルクプラント㈱ 本宮市 イオン福島ＸＤ
いわき市 小泉食品㈱泉工場 本宮市 ウェルシアHD郡山センター
いわき市 柴田鮮魚販売㈱　いわき 本宮市 ㈱カワチ薬品　郡山共配ｾﾝﾀｰ
いわき市 食彩工房まる山物流センター 本宮市 関東運輸㈱福島センター
いわき市 菅波食品　いわき 本宮市 ㈱キューソー流通システム本宮

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



福島県
本宮市 グンレイ
本宮市 ｸｰﾙﾃｯｸｻｶﾞﾜ 本宮低温物流ｾﾝﾀｰ
本宮市 郡山冷蔵製氷(株)本宮低温流通ｾﾝ
本宮市 大虎運輸東北㈱福島支店
本宮市 ㈱日本アクセス郡山　本宮
本宮市 日本アクセス新郡山
本宮市 ＶＣＧ本宮センター(高重商事内)
本宮市 丸七商事㈱福島営業部
本宮市 ㈱ローソン　福島　CDC
伊達郡桑折町 山吉青果食品㈱ 桑折工場
安達郡大玉村 大丸屋　郡山
安達郡大玉村 ㈱ニッカネ　福島営業所
大沼郡会津美里町 四季彩
西白河郡西郷村 クスリのアオキ　白河西郷店
西白河郡西郷村 ボーキ佐藤㈱　白河支店

東北地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



茨城県 埼玉県
水戸市 マルウオ　茨城水産㈱ 蓮田市 関東運輸㈱蓮田
水戸市 磯崎商店　水戸 鶴ヶ島市 ㈱ムロオ 埼玉鶴ヶ島営業所
水戸市 茨城県大同青果㈱ 日高市 東京港運送（株）物流センター
水戸市 ㈱三和 日高市 名糖運輸日高物流ｾﾝﾀｰ
水戸市 ヤマカワ  常洋水産㈱ 千葉県
水戸市 水産流通 水戸水産センター 千葉市美浜区 千葉中央魚類㈱
水戸市 水戸中央青果㈱　 銚子市 ㈱辻野　銚子工場第一冷蔵庫
土浦市 常洋水産（株）土浦支社 銚子市 ㈱辻野 銚子工場第三冷蔵庫
つくば市 ヨークベニマルつくばセンター 銚子市 松岡水産㈱
ひたちなか市 常洋水産㈱　枝川倉庫 銚子市 宮崎食品販売㈱
ひたちなか市 ㈱塩屋 市川市 ㈱兵食　市川
ひたちなか市 ㈱ヤ印　　　　　　　　　　 市川市 東洋冷蔵㈱　東京支社営業第3課
ひたちなか市 ヨークベニマル茨城センター 船橋市 ㈱厚生冷蔵
神栖市 鹿島冷蔵㈱ 船橋市 国分フード　クリエイト東京
神栖市 株式会社 ソウマ 船橋市 東京豊海冷蔵㈱　船橋第１工場　
神栖市 マルイチ水産㈱ 船橋市 ㈱ニチレイ　船橋
東茨城郡大洗町 曾七商店 船橋市 日水物流船橋物流センター
東茨城郡大洗町 ダイカツ水産(株)第二工場 船橋市 船橋魚市㈱　　　　　　　　
東茨城郡大洗町 ㈱浜勘 船橋市 ㈱ホウスイ　船橋冷蔵庫　
東茨城郡大洗町 ㈱マルショウ 船橋市 (株)北部市場運送　船橋営業所

栃木県 成田市 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ｴｱｶｰｺﾞ㈱　成田
宇都宮市 インザイベジフル宇都宮 成田市 源清田商事㈱
宇都宮市 東一　宇都宮青果㈱ 成田市 大都魚類㈱　成田支社
宇都宮市 魚松水産㈱ 成田市 成田魚市場㈱
宇都宮市 ＡＢＣロジテム㈱ 佐倉市 ㈱ホソヤコーポレーション
宇都宮市 Ｈ＆Ｋ　宇都宮中央市場 習志野市 ＤＰＬ新習志野
宇都宮市 共栄青果　 柏市 ㊥柏魚市場㈱
宇都宮市 三和青果㈱宇都宮 柏市 柏市公設総合地方卸売市場
宇都宮市 (株)大水　本社 袖ケ浦市 有限会社エムコ食品
宇都宮市 大和フーズ㈱市場店 印西市 藤川商運 千葉
宇都宮市 大和フーズ冷食部 白井市 ミキフーズサプライ㈱
宇都宮市 ㈱　宮市 富里市 ワタリ成田流通センター
鹿沼市 ㈱ディ・エス物流　宇都宮 東京都
鹿沼市 ㈱マルイチ産商　宇都宮支社 中央区 ｶﾈﾅｶ　中央運送㈱　豊海
小山市 宮城運輸　小山営業所 中央区 ㈱喜代村
河内郡上三川町 ㈱ヨークベニマル栃木センター 中央区 コスモ　豊海

群馬県 中央区 ㈱辻野冷蔵　豊海冷蔵庫　
高崎市 ㈲魚健 中央区 東都水産冷蔵㈱　豊海
高崎市 ㈱群馬県水産市場　　　　　　　 中央区 東京水産冷蔵㈱　豊海工場
伊勢崎市 ㈱群馬丸魚　伊勢崎 中央区 東京豊海冷蔵㈱　豊海工場　
伊勢崎市 ㈱群馬丸魚　物流センター 中央区 東市冷蔵㈱　豊海
伊勢崎市 ㈱マルイチ産商　北関東支社 中央区 ㈱ホウスイ豊海　第二冷蔵庫　
みどり市 ﾏﾙｷ　㈱海商水産 中央区 ㈱ホウスイ豊海　第三冷蔵庫
佐波郡玉村町 松村フーズ 玉村物流センター 中央区 ㈱ホウスイ豊海　第一冷蔵庫　

埼玉県 中央区 ㈱マルハニチロ物流　豊海
さいたま市北区 ㈱埼玉県魚市場　　　　　　　　 中央区 ﾙﾝﾀｲ･ﾌｨｯｼﾝｸﾞ･ﾍﾞﾝﾁｬｰ･ﾘﾐﾃｯﾄ
さいたま市北区 ㈱埼玉県魚市場　冷蔵庫 港区 東京定温冷蔵㈱　品川
さいたま市北区 ㈱埼玉県魚市場　第一冷蔵庫 港区 松岡冷蔵㈱　品川冷蔵庫　
さいたま市北区 湘南物流㈱　埼玉センター 港区 三井物産ｼｰﾌｰｽﾞ㈱
さいたま市北区 湘南物流㈱　埼玉センター 江東区 カネナカ  中央運送㈱
さいたま市緑区 横浜低温流通㈱埼玉ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｾﾝﾀｰ 江東区 ㈱上組　東京支店
川越市 埼玉県魚市場/川越支社 江東区 松栄運輸　豊洲
川口市 ㈱リュウコク 江東区 マルハ 大都魚類㈱
行田市 国分フードクリエイト行田センタ 江東区 第一水産㈱
所沢市 名糖埼玉ＤＣ 江東区 ㊥　中央魚類㈱
飯能市 ｽﾐﾌﾙﾌﾟﾛｾｽﾈｯﾄﾜｰｸ東京営業所 江東区 トウイチ  築地魚市場㈱　　　
戸田市 ㈱ﾋｭｰﾃｯｸﾉｵﾘﾝ 戸田支店 江東区 東都水産㈱

関東地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



東京都 神奈川県
江東区 ㈱東　発 川崎市川崎区 五十嵐冷蔵㈱　東扇島第５物流
江東区 東京都中央卸売市場．豊洲市場 川崎市川崎区 F-LINE(株)東扇島物流ｾﾝﾀｰ
江東区 東京シティ青果株式会社 川崎市川崎区 川崎東洋埠頭
江東区 豊洲東市冷蔵株式会社 川崎市川崎区 第一冷蔵㈱　東扇島工場　
江東区 豊洲物流株式会社 川崎市川崎区 東洋水産㈱　東扇島第１冷蔵庫
江東区 東都小揚株式会社 川崎市川崎区 東洋埠頭㈱　東扇島事業所
江東区 永井㈱ 川崎市川崎区 東洋水産㈱　東扇島第３　陸側
江東区 ㈱日新東京　辰巳 川崎市川崎区 東洋水産㈱　東扇島第２冷蔵庫　
江東区 ㈱丸両平友 川崎市川崎区 東急ストア流通センター
江東区 ㈱ホウスイ　豊洲冷蔵庫 川崎市川崎区 ㈱ﾅｶﾑﾗﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ　浮島物流ｾﾝﾀｰ
江東区 ㈱丸発　豊洲 川崎市川崎区 日本水産㈱川崎総合物流センター
江東区 ㈱陵川 川崎市川崎区 日本デイリーネット㈱川崎ｾﾝﾀｰ
品川区 三菱倉庫㈱　大井冷蔵営業所　　 川崎市川崎区 ㈱ﾋｭｰﾃｯｸﾉｵﾘﾝ東京臨海支店
品川区 ﾔﾏﾄ運輸㈱新東京法人営業支店 川崎市川崎区 ㈱ﾍﾞﾆﾚｲ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ　東扇島事業所
品川区 横浜冷凍㈱　東京第２工場　 川崎市川崎区 ㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ物流 川崎第２物流ｾﾝﾀｰ
大田区 アルファー冷蔵㈱　平和島 川崎市川崎区 マルシン運輸川崎
大田区 アークス物流サポート㈱ 川崎市川崎区 ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ物流川崎第３物流ｾﾝﾀｰ
大田区 五十嵐冷蔵㈱　大井物流センター 川崎市川崎区 ㈱松岡　東京湾岸物流センター
大田区 東洋埠頭㈱大井事業所 川崎市幸区 川崎丸魚㈱
大田区 大田市場内 川崎市宮前区 川崎中央青果株式会社
大田区 角上魚類東京ｾﾝﾀｰ 川崎市宮前区 横浜丸魚㈱川崎北部
大田区 極洋秋津冷蔵　城南島センター 川崎市宮前区 横浜魚類㈱　川崎北部支社
大田区 三協運輸㈱　大井冷蔵事務所 厚木市 横浜低温流通㈱　　　　　　　　
大田区 東京青果冷蔵㈱城南倉庫 愛甲郡愛川町 ﾛｼﾞ首都圏DC
大田区 大都魚類㈱　大田支社
大田区 ㈱テトラ城南
大田区 ㈱大庄 DS･L･ﾍｯﾄﾞｸｵｰﾀｰ羽田
大田区 東洋水産㈱　城南島冷蔵庫　
大田区 ㈱東発　京浜島
大田区 東洋水産(株)大井埠頭冷蔵庫
大田区 東京冷凍　京浜島
大田区 東一東京青果株式会社
大田区 ㈱中村荷役　大井冷蔵庫
大田区 日本水産㈱大井第一
大田区 ㈱ニチレイ　大井第１
大田区 日本水産㈱東京総合物流センター
大田区 ㈱二葉　大井
大田区 ㈱ベニレイ　城南島
大田区 ㈱ベニレイ　平和島
大田区 ㈱ホウスイ　大井冷蔵庫　
大田区 ㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ物流城南島
大田区 ㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ物流　大井物流ｾﾝﾀｰ
大田区 ㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ物流　大井第二冷蔵庫
大田区 ㈱ユニエックス　大井冷蔵庫　
大田区 横浜冷凍㈱　東京工場　
足立区 ﾏﾙﾊ 大都魚類㈱　千住支社
足立区 マルキタ  東京北魚㈱
足立区 東都冷蔵㈱　千住

神奈川県
横浜市神奈川区 ㈱上組横浜支店出田町青果ｾﾝﾀｰ
横浜市神奈川区 マルウオ  横浜丸魚㈱　本場
横浜市神奈川区 マルハマ  横浜魚類㈱　本場　　
横浜市神奈川区 横浜市中央卸売市場．本場
横浜市神奈川区 横浜冷凍㈱山内物流センター
横浜市金沢区 マルハマ  横浜魚類㈱　南部支社
川崎市川崎区 五十嵐冷蔵㈱　東扇島第１物流　
川崎市川崎区 五十嵐冷蔵㈱　東扇島ＬＳＳ　　

関東地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



新潟県 新潟県
新潟市北区 ㈱日立物流　イオン新潟ＸＤ 新潟市江南区 新印食品本社低温ｾﾝﾀｰ
新潟市北区 ㈱イチマサ冷蔵 新潟市江南区 ㈲新洋通商
新潟市北区 一荷屋　新潟 新潟市江南区 新印食品株式会社新潟本社
新潟市北区 ㈱エムアイ企画　新潟 新潟市江南区 大栄魚類 新潟
新潟市北区 ㈲スターフーズ 新潟市江南区 (株)鳥梅　新潟
新潟市北区 (株)ｾｲﾋｮｰ　新潟支店 新潟市江南区 新潟冷蔵㈱　　　　　　　　　　
新潟市東区 一正蒲鉾㈱　新潟　　　　　　　 新潟市江南区 新印　新潟中央青果㈱
新潟市東区 ㈱ウエストフーズ 新潟市江南区 新潟フードボックス
新潟市東区 ㈱魚丸水産 新潟市江南区 合同青果株式会社
新潟市東区 尾家産業　新潟支店 新潟市江南区 新潟中央水産市場株式会社
新潟市東区 ㈱篭島商店　新潟 新潟市江南区 新潟食品NCLｾﾝﾀｰ
新潟市東区 ㈲蒲原  新潟 新潟市江南区 新潟冷蔵物流センター
新潟市東区 籠島水産部 新潟市江南区 新潟食品運輸ＮＣＬ第２センター
新潟市東区 ㈱籠島　新潟本社 新潟市江南区 新潟スタッフ
新潟市東区 ﾏﾙｷｮｳ 協和水産㈱　新潟　　　　 新潟市江南区 マルイ 丸井水産㈱
新潟市東区 キューピット精肉センター 新潟市江南区 ヤマツ 山津水産㈱
新潟市東区 ㈱上新トレーディング 新潟市秋葉区 (株)サンキョーフーズ
新潟市東区 清水ﾌｰﾄﾞｾﾝﾀｰ清水食品株式会社 新潟市秋葉区 ㈱　鳥泉
新潟市東区 ㈲食彩　新潟 新潟市秋葉区 新津食品流通センター
新潟市東区 ㈱ジーアールフーズ 新潟市南区 ㈱魚沼水産　新潟　　　　　　　
新潟市東区 ㈱　創春 新潟市西区 神山物産㈱　本店
新潟市東区 高瀬物産㈱　新潟支店 新潟市西区 カナカン㈱日配商品　新潟
新潟市東区 ㈱太康　冷凍冷蔵庫 新潟市西区 カナカン㈱外食新潟営業所
新潟市東区 (有)ツルマフーズ 新潟市西区 カナカン㈱新潟低温センター
新潟市東区 東新運輸㈱ 新潟市西区 (株)シュタープ　新潟
新潟市東区 ㈲トーメイ 新潟市西区 財）新潟県学校給食会
新潟市東区 ㈱東北海老正　新潟営業所 新潟市西蒲区 海老商  新潟
新潟市東区 ㈱　新潟丸和運輸　　　　　　　 新潟市西蒲区 国分関信越㈱　新潟支店
新潟市東区 日本アクセス新潟 長岡市 ｱﾍﾞﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ長岡
新潟市東区 日本産業 ㈱ 新潟支店 長岡市 (有)荒木ﾌｰｽﾞ長岡
新潟市東区 ㈱西原商会 新潟支店 長岡市 ㈱岩崎　長岡
新潟市東区 ネオテイク(大竹商店)新潟支店 長岡市 尾家産業㈱　長岡営業所　
新潟市東区 服部コーヒーフーズ㈱　新潟 長岡市 ㈱籠島　長岡支店
新潟市東区 丸水第１冷蔵庫　 長岡市 ﾏﾙｷｮｳ 協和水産㈱　長岡支店
新潟市東区 丸水第３冷蔵庫 長岡市 グローバル　長岡
新潟市東区 丸七商事㈱　新潟営業所 長岡市 山ｽ流通ｻｰﾋﾞｽ高助 喜多町ｾﾝﾀｰ
新潟市東区 マルウオ食品㈱ 長岡市 高崎ハム　長岡営業所
新潟市東区 山津冷蔵食品㈱ 津島屋冷凍工場 長岡市 (有)テライ食品長岡
新潟市東区 株式会社ライフプロモート 長岡市 ㈱東北海老正　長岡営業所
新潟市中央区 新潟中央水産市場㈱　　　　　　 長岡市 長岡中央水産㈱　　　　　　　　
新潟市中央区 (株)味広食材　上所 長岡市 ㈱長岡中央魚市場　　　　　　　
新潟市中央区 ㈱ウオショク新潟 長岡市 ㈱新潟食品運輸　長岡支社
新潟市中央区 ㈲越後　新潟 長岡市 ニイガタキャリイ長岡営業所
新潟市中央区 ㈲小野塚商店本町店 長岡市 ㈱日本食品チェーンサービス
新潟市中央区 (株)カンダ　新潟 長岡市 ハママンフーズ㈱
新潟市中央区 ㈱カトウ食材　下所店 長岡市 原信ﾅﾙｽ中之島ｾﾝﾀｰ
新潟市中央区 (株)ｻﾝｷｮｰﾌｰｽﾞ乾物部 長岡市 ㈱　船栄
新潟市中央区 ㈱篠原 長岡市 丸七商事㈱　長岡営業所
新潟市中央区 千屋　新潟 長岡市 丸栄水産 南七日町
新潟市中央区 ㈱　太康　本社 長岡市 三国　長岡
新潟市中央区 新潟冷蔵　本社冷蔵庫　　　　　 長岡市 山ｽ流通ｻｰﾋﾞｽ高助新産ｾﾝﾀｰ
新潟市中央区 新潟○新漁協 長岡市 (有)山平商店長岡
新潟市中央区 ＵＣＰ株式会社新潟支店 長岡市 ＵＣＰ長岡
新潟市江南区 ウオロク 新潟総合物流センター 三条市 (有)大咲屋　新潟
新潟市江南区 ㈱エムエス青果ｾﾝﾀｰ 三条市 ㈱吉惣
新潟市江南区 ㈱大倉 三条市 ㈱三条魚市場　　　　　　　　　
新潟市江南区 株式会社 協栄青果 三条市 ㈱三条中央青果卸売市場

中部地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



新潟県 石川県
三条市 フタバ第1冷凍庫 金沢市 石川中央食品㈱　
三条市 ヨシケイ　新潟三条営業所 金沢市 石川県　ﾏﾙ魚冷蔵第２
柏崎市 ｳｵｲﾁ  ㈱柏崎魚市場　　　　　　 金沢市 石川中央魚市第一冷蔵
新発田市 市賀 金沢市 ウロコ水産㈱　
新発田市 ㈱越後ハム 金沢市 ウロコ冷蔵　金沢
新発田市 マルホンカウボーイ新発田店　　 金沢市 カナカン㈱ 外食金沢営業所
新発田市 片山食品株式会社 金沢市 ㈱ﾆﾁﾚｲ・ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ関西金沢物流
新発田市 (有)かんだストアー 金沢市 丸大水産㈱　金沢営業所
新発田市 ㈱タケショク 金沢市 丸果石川中央青果(株)
新発田市 ㈲ニイガタ魚類　新発田 七尾市 カナカン㈱ 外食七尾
新発田市 日東アリマン株式会社 白山市 カナカン中食(宮外１Ｆ)
新発田市 (資)松井商店  新発田 福井県
新発田市 ㈲六味 福井市 ㊥福井中央魚市㈱　　　　　　　
小千谷市 ㈱魚沼水産　小千谷 福井市 福井中央市場冷蔵
小千谷市 魚沼冷蔵㈱小千谷 福井市 福井冷蔵㈱ 開発工場
小千谷市 鳥よし食材（車入） 福井市 フジノ食品㈱福井営業所
十日町市 越路商事㈱十日町 福井市 三谷興産本社福井
十日町市 十印　㈱十日町水産 敦賀市 福井県漁連 敦賀 松栄製氷冷蔵
見附市 ㈱飛鳥フーズ　見附工場 山梨県
見附市 (株)サニー 甲府市 甲府中央魚市㈱　　　　　　　　
見附市 見附生鮮食品配送センター 甲府市 中部食品㈱　　　　　　　　　　
村上市 ㈱村上魚市場 甲府市 ㈱中部食品　甲府
燕市 ㈱松橋屋 甲府市 ㈱鳥林
糸魚川市 糸一印糸魚川魚市 甲府市 山梨中央水産㈱　　　　　　　
上越市 ㈱籠島　上越支店 中巨摩郡昭和町 ㈱マルイチ産商　甲府支社
上越市 ー印 ㈱上越魚市場　　　　　 長野県
上越市 カネマン　上越水産㈱ 長野市 ﾏﾙｽｲ　㈱長野県水　長野支社　
上越市 ㈱上新トレーディング上越 長野市 ﾌｧｰｽﾄﾃﾞﾘｶ 長野
上越市 上越青果 長野市 ㈱マルイチ産商　長野支社
上越市 服部コーヒーフーズ㈱　上越 長野市 ㈱マルイチ産商畜産事業部長野営
上越市 原信ナルス上越物流センター 長野市 ﾏﾙｲﾁﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｻｰﾋﾞｽ㈱長野冷蔵庫
上越市 丸七商事　上越営業所 松本市 ﾏﾙｽｲ  ㈱長野県水　松本支社　　
阿賀野市 マルタスギヨ(株)阿賀野ｾﾝﾀｰ 松本市 ㈱マルイチ産商畜産事業部松本営
魚沼市 魚沼流通サービス 松本市 ㈱マルイチ産商　松本支社
魚沼市 銀山商事㈱ 上田市 ﾏﾙｽｲ  ㈱長野県水　上田支社　　
魚沼市 小出魚市場 飯田市 ㈱丸水長野県水　飯田支社
南魚沼市 魚沼冷蔵㈱　六日町営業所 飯田市 ﾏﾙｽｲ　㈱長野県水　飯田支社
南魚沼市 小島鮮魚　新潟南魚沼 飯田市 ㈱マルイチ産商　飯田支社
南魚沼市 ㈱高木屋 伊那市 ﾏﾙｽｲ　㈱長野県水　伊那支社　
南魚沼市 新潟中部水産㈱ 岐阜県
北蒲原郡聖籠町 ㈱三幸　新潟 岐阜市 ㈱岐阜魚介　　　　　　　　　　
北蒲原郡聖籠町 高助Ｃ＆Ｆセンター 岐阜市 岐阜丸魚㈱　　　　　　　　　　
北蒲原郡聖籠町 高助ＬＧＳｾﾝﾀｰ 岐阜市 岐阜中央市場冷蔵㈱
北蒲原郡聖籠町 ㈱ニイガタキャリィ 岐阜市 ㈱ヤマ食　
北蒲原郡聖籠町 堀川新潟本社工場 大垣市 大垣水産青果㈱
南魚沼郡湯沢町 ㈲高橋フーズ 高山市 高山水産青果㈱　

富山県 羽島郡笠松町 ｼﾞｰｴﾌｼｰ㈱岐阜
富山市 カナカン㈱外食富山営業所 静岡県
富山市 (株)富冷 静岡市葵区 三共水産㈱
富山市 ﾏﾙｳｵ  富山中央魚市㈱　　　　　 静岡市葵区 魚市　静岡魚市㈱
富山市 富山中央市場冷蔵㈱ 静岡市葵区 静岡中央市場冷蔵
富山市 日本海冷蔵㈱本社工場 浜松市南区 ㈱浜松魚市　　　　　　　　　　
高岡市 ㈱高岡水産物市場 浜松市南区 浜松魚類㈱　
砺波市 ㈱大倉　富山支店 浜松市南区 浜松市中央卸売市場
射水市 ㈱富冷 小杉工場 沼津市 沼津魚市場㈱　　　　　　　　　

石川県 愛知県
金沢市 石川中央魚市㈱　　　　　　　　 名古屋市西区 福山冷蔵㈱名北センター

中部地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



愛知県
名古屋市熱田区 マルハ 大東魚類㈱
名古屋市熱田区 中部水産㈱
名古屋市熱田区 ﾏﾙｶｲ  名古屋海産市場㈱　　　　
名古屋市熱田区 名古屋市中央卸売市場．本場
名古屋市熱田区 名古屋冷蔵㈱
名古屋市熱田区 ㈱　丸高
名古屋市熱田区 ㈲丸真
名古屋市熱田区 マルハニチロ名古屋（四冷）
名古屋市中川区 カネ幸㈱ 中川センター
豊橋市 ㈱豊橋魚市場　　　　　　　　　
一宮市 AFS ｲｵﾝﾌｰﾄﾞｻﾌﾟﾗｲ 中部ｾﾝﾀｰ
春日井市 ㈱ショクブンフレッシュセンター
稲沢市 ㈱昭和冷蔵稲沢
稲沢市 昭和冷蔵(株)稲沢第3配送ｾﾝﾀｰ
北名古屋市 (株)岡井
西春日井郡豊山町 名古屋市中央卸売市場．北部市場
西春日井郡豊山町 名古屋冷蔵㈱北部
西春日井郡豊山町 ㈱マルイチ産商　名古屋支社
西春日井郡豊山町 名北魚市場㈱　　　　　　　　　

中部地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



三重県 兵庫県
四日市市 四日市魚市場㈱　　　　　　　　 神戸市兵庫区 ﾏﾙﾊ 神港魚類㈱　　　　　　　　
伊勢市 ㈱伊勢魚類市場 神戸市兵庫区 ㈱大水　神戸支社
松阪市 ㈱　松阪魚市 神戸市中央区 (株)兵食デリバリーセンター

滋賀県 神戸市西区 ㈱泉平　近畿物流センター
大津市 ㈱うおいち　滋賀 姫路市 ㈱泉平　姫路支店

京都府 姫路市 ショクリュー 姫路営業所
京都市下京区 京都日通 姫路市 姫路魚類㈱　　　　　　　　　　
京都市下京区 全仲　京都全魚類卸協同組合 姫路市 丸魚水産㈱　姫路
京都市下京区 大京魚類㈱　　　　　　　　　　 姫路市 日の丸冷蔵株式会社
京都市下京区 ㈱大水　京都支社 姫路市 本田冷蔵株式会社　姫路工場
京都市南区 ㈱ｼｮｸﾘｭｰ京都 明石市 神港魚類㈱明石支社
京都市南区 丸魚食品㈱京都 明石市 ㈱大水　明石支社

大阪府 伊丹市 ｹｲ低温ﾌｰｽﾞ伊丹低温ｾﾝﾀｰ
大阪市福島区 ㈱うおいち 伊丹市 日水物流㈱伊丹物流センター
大阪市福島区 ㈱大水　本場 豊岡市 さんれいﾌｰｽﾞ豊岡
大阪市福島区 大阪市中央卸売市場．本場 加古川市 加古川水産株式会社
大阪市福島区 大阪中央冷蔵 宝塚市 いかりｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 宝塚第２物流
大阪市福島区 ㈱かね清 奈良県
大阪市福島区 三和物産㈱ 大阪 大和郡山市 ㈱奈良魚市
大阪市福島区 新栄運輸株式会社 大和郡山市 ㈱南都水産
大阪市此花区 ＭＲＣ舞洲流通センター(夜中降) 大和郡山市 奈良市場冷蔵㈱
大阪市此花区 ｹｲ低温ﾌｰｽﾞ西九条低温 和歌山県
大阪市此花区 株式会社ｾﾝﾄﾗﾙ・ｺｰﾙﾄﾞ・ｽﾄﾚｰｼﾞ 和歌山市 ㈱うおいち　和歌山
大阪市此花区 CCS舞洲　大阪 西牟婁郡白浜町 和歌山とれとれ市場
大阪市此花区 東洋水産株式会社　舞洲冷蔵庫 鳥取県
大阪市此花区 ㈱中日本冷蔵 本社センター 米子市 米子市
大阪市此花区 横浜冷凍舞洲物流ｾﾝﾀｰ 島根県
大阪市此花区 ﾛｼﾞﾈｯﾄ関西物流ｾﾝﾀｰ 松江市 さんれいﾌｰｽﾞ松江
大阪市浪速区 木津魚市場㈱ 松江市 島根さんれい松江
大阪市東住吉区 ㈱うおいち　東部 浜田市 島根さんれい㈱浜田
大阪市東住吉区 ㈱うおいち東部加工食品部第３課 出雲市 さんれいﾌｰｽﾞ出雲
大阪市東住吉区 ㈱大水　東部支社 岡山県
大阪市東住吉区 恩地冷蔵株式会社杭全工場 岡山市北区 ㈱泉平　岡山支店
大阪市東住吉区 大阪東部冷蔵 岡山市南区 秋田物産 岡山市
大阪市東住吉区 大阪市中央卸売市場東部 岡山市南区 岡山中央魚市㈱　
大阪市住之江区 ㈱三久食品　　　　　　　　　　 岡山市南区 ㈱岡山県水
大阪市住之江区 ﾆﾁﾚｲﾛｼﾞ関西 大阪新南港物流ｾﾝﾀｰ 岡山市南区 中村角㈱岡山営業所
大阪市住之江区 松岡　大阪南港物流ｾﾝﾀｰ 岡山市南区 ㈱日本ｱｸｾｽ 岡山南物流ｾﾝﾀｰ
大阪市住之江区 ヤマト運輸㈱大阪法人営業支店 勝田郡勝央町 さんれいﾌｰｽﾞ津山
大阪市北区 大阪日通 広島県
岸和田市 ㈱キンレイ大阪工場 広島市西区 アクト中食㈱広島
豊中市 ㈱山福　大阪 広島市西区 協和冷蔵 本社広島物流センター
泉大津市 関西ﾄﾗﾝｽｳｪｲ㈱泉大津第１ｾﾝﾀｰ 広島市西区 中央冷蔵㈱西部工場　広島
茨木市 ㈱うおいち　北部 広島市西区 中村角㈱広島
茨木市 ㈱大水　北部 広島市西区 広島魚市場㈱　
茨木市 かね徳水産株式会社 広島市西区 広島市場冷蔵㈱
茨木市 ㈱大水北市第５センター 広島市西区 株式会社 西部鮮食
茨木市 ㈱北部冷蔵サービスセンター 広島市安佐南区 日本ｱｸｾｽ広島低温物流ｾﾝﾀｰ
泉佐野市 ｹｲ低温ﾌｰｽﾞ泉佐野低温ｾﾝﾀｰ 広島市佐伯区 ムロオ五日市センター

兵庫県 福山市 内海冷蔵　広島
神戸市東灘区 神港魚類㈱　東部支社 福山市 ㈱桑宗　本社
神戸市東灘区 ㈱大水　神戸東部支社 福山市 ムロオ　福山支店
神戸市東灘区 大洋産業神戸本社 山口県
神戸市東灘区 兵食　六甲アイランド 下関市 下関中央魚市場㈱
神戸市東灘区 三菱倉庫　神戸六甲冷蔵倉庫 徳島県
神戸市東灘区 わんまいる集約冷凍センター 徳島市 徳島魚市場㈱
神戸市兵庫区 神戸中央冷蔵

近畿・中国・四国・九州地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。



香川県
高松市 ㈱高松東魚市場
高松市 大洋水産　香川
高松市 ニチレイ高松西

愛媛県
松山市 株式会社 木下商店
松山市 武智寅之商店
松山市 松山魚市場㈱
松山市 ムロオ松山営業所

高知県
高知市 大熊水産　高知

福岡県
北九州市小倉北区 北九州中央海産市場㈱
北九州市小倉南区 クラレイ㈱北九州営業所
福岡市東区 協和冷蔵㈱　福岡物流センター
福岡市東区 トーホーフードサービス福岡支店
福岡市東区 中村角㈱　福岡営業所
福岡市東区 福岡ﾛｼﾞﾃﾑ㈱ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ物流ｾﾝﾀｰ
福岡市中央区 ㈱福岡魚市場
福岡市中央区 福岡冷蔵㈱西
久留米市 久留米魚市場
柳川市 福岡県魚市場㈱筑後中部魚市場
糟屋郡新宮町 ㈱泉平　福岡支店
糟屋郡粕屋町 河合製氷冷蔵㈱福岡第2ｾﾝﾀｰ

佐賀県
佐賀市 九州魚市㈱佐賀魚市場
佐賀市 佐賀魚市場
神埼市 協和商工㈱　佐賀支店

長崎県
長崎市 協和商工㈱　長崎支店
佐世保市 協和商工㈱　佐世保支店

熊本県
熊本市西区 九州中央魚市㈱
熊本市西区 九州中央魚市場　熊本
熊本市西区 大海水産株式会社　熊本
宇土市 カネリョウ海藻㈱

大分県
大分市 大分魚市株式会社

宮崎県
宮崎市 山口水産宮崎営業所

鹿児島県
鹿児島市 鹿児島魚市㈱

近畿・中国・四国・九地域の主な配送先

●上記以外の配送先につきましてはお問い合わせ下さい。


