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団体会員

北海道豆腐油揚商工組合 北海道

　佐々木豆腐店 北海道

　日乃出食品 ㈱ 北海道

　㈲ 勝田商店 北海道

　大山食品 ㈱ 北海道

  ㈱ だるま屋商店 北海道

　丸や安田豆腐店 北海道

  ㈱ ないとう本店 北海道

  ㈱ 丸二佐藤商店 北海道

　㈲ 中田食品 北海道

　㈱ 菊田食品 北海道

　マルカワ食品 ㈱ 北海道

  ㈲ 夘野食品 北海道

　伊丹食品 ㈱ 北海道

　宮崎豆富店 北海道

　㈱ 畔田商店 北海道

　石田食品 ㈱ 北海道

　安斉食品 北海道

　札豆食品 ㈱ 北海道

　㈱ 立松食品 北海道

　㈲ 北光食品 北海道

宮城県豆腐商工組合 宮城県

　㈲ 上村商店 宮城県

　㈲ 雪の里 宮城県

　菅野食品 ㈲ 宮城県

　松原とうふ店 宮城県

　熊沢豆腐店 宮城県

　伊東豆腐店 宮城県

　沼田豆腐店 宮城県

　雪の里豆腐食品 宮城県

　㈲ 庄司豆腐店 宮城県

　マルト食品　㈱ 宮城県

　百々商店 宮城県

　㈱ 林食品 宮城県

　はやし屋 宮城県

　林徳食品工業 ㈱ 宮城県

　(資) 金谷豆腐店 宮城県

　真壁豆腐店 宮城県

　太子食品工業 ㈱ 仙台営業所 宮城県

　山田豆腐店 宮城県

　フードショップいとう 宮城県

　㈲ ほし食品 宮城県

　おとこざわ食品 宮城県

　㈲ 佐藤食品 宮城県

　斉藤豆腐店 宮城県

　(福) はらから福祉会蔵王すずしろ 宮城県

富山県豆富商工組合 富山県

　上滝豆富店 富山県

　田中食品 富山県

　長木商店 富山県

　とっぺ屋本舗 富山県
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　平田とうふ店 富山県

　森商店 富山県

　みのたけ屋 富山県

　池田豆富店 富山県

　藤本食品工業 ㈲ 富山県

　富山ホーム食品 富山県

　熊野とうふ店 富山県

　丸山豆富店 富山県

　やまとや 富山県

　田中豆富店 富山県

　松原豆富店 富山県

　北山商店 富山県

　たけしま食品 富山県

　とうふ工房茶屋 富山県

　長江屋豆富店 富山県

　㈱ アルデジャパン 富山県

　㈲ 斉藤商店 富山県

　㈲ 斉藤商店おやべ 富山県

　とうふ屋孫兵衛 富山県

　奥豆富店 富山県

　長井食品 富山県

　杉木豆富店 富山県

　㈲ 上口屋 富山県

　瀬戸商店 富山県

　谷川豆富店 富山県

　㈲ 坂津豆富店 富山県

　高田豆富店 富山県

　金森豆富店 富山県

　浅井とうふ店 富山県

　川崎商店 富山県

　一ノ谷とうふ店 富山県

　藤井豆富店 富山県

　㈲ 耕 富山県

　むらた食品 富山県

　㈲ 富田食品 富山県

　名村豆富店 富山県

　吉尾豆富店 富山県

　福光タンパク 富山県

長野県豆腐商工業協同組合 長野県

　みはらし豆腐工房 長野県

　㈱ マスダ宮田とうふ工房 長野県

　㈲ 松野屋 長野県

　(名) 富成伍郎商店 長野県

　田内屋商事 (名) 長野県

　㈲ 六川豆腐店 長野県

　㈱ 田内屋 長野県

　洞沢豆富店 長野県

　生活情報センター 長野県

　田中屋 長野県

　栗林豆腐店 長野県

　デンショー ㈲ 長野県

　㈲ 八光食品工業 長野県

　㈲ 塚田五六商店 長野県

　山上豆腐店 長野県

　㈲ 末広屋 長野県

沖縄県豆腐油揚商工組合 沖縄県

　(名) 喜屋武食品 沖縄県



　平良豆腐店 沖縄県

　渡具知豆腐店 沖縄県

　棚原豆腐店 沖縄県

　田場食品 沖縄県

　山田豆腐店 沖縄県

　諸見食品 沖縄県

　川上食品 沖縄県

　丸新食品 沖縄県

　宮城食品 沖縄県

　㈲ 湧川食品 沖縄県

　高安食品 沖縄県

　㈱ ハドムフードサービス 沖縄県

　比屋定豆腐店 沖縄県

　長堂豆腐店 沖縄県

　長堂食品店 沖縄県

　㈲ 永吉豆腐加工所 沖縄県

　嘉数食品 沖縄県

　㈲ 池田食品 沖縄県

　㈱ 照屋食品 沖縄県

　花城キヨとうふ 沖縄県

　比嘉とうふ店 沖縄県

　㈱ しまとうふ 沖縄県

　(ヤ) トーフ製造所 沖縄県

　マルサン豆腐店 沖縄県

　山城とうふ店 沖縄県

　㈱宇那志豆腐店 沖縄県

　宮古島まごとうふ 沖縄県

四国豆腐連合会 徳島県

　㈲ 村のおっさん 徳島県

　さとの雪食品 ㈱ 徳島県

　㈲ 網喜代 香川県

　㈱ カンショク 香川県

　坂出食品 ㈲ 香川県

　宇川新店(とうふ屋うかわ) 香川県

　福田とうふ店 香川県

　㈱ 程野商店 愛媛県

　㈲ 中川食品 愛媛県

　東予食品 (協) 愛媛県

　㈱ 青木食品 高知県

　㈲ 池田食品 高知県

　㈱ タナカショク 高知県

　㈲ 谷屋 香川県

　㈲ やまと 愛媛県

　吉川商事 ㈱ 大阪府

　㈱ シンツ 愛媛県

　高知食糧 ㈱ 高知県

  赤松化成工業 ㈱ 徳島県

　㈱ パッケージ松浦 徳島県

　美津和産業 ㈱ 徳島県

　リヨーコクシヨウジ ㈱ 広島県

　㈱ 日清商会 大阪府

　仁尾興産 ㈱ 香川県

　兼松ソイテック ㈱ 大阪府

　楊　学文 香川県

　㈱　天堂ストラテジー 東京都

べに白会 山梨県

　㈱ うのや藤井　　　　　　　　 北海道



　㈱ 山久食品 山梨県

　郡上小町 (合同) 岐阜県

　㈲ 久在屋 京都府

　㈲ 角久 島根県

　㈱ 梶原食品 岡山県

　㈲ 浜松吉川屋 静岡県

　伊丹食品 ㈱ 北海道

　㈱ かくみつ食品 青森県

　㈲ 柴原商店 兵庫県

　㈱ 八雲 兵庫県

　㈲ 湧水の里 北海道

　㈲ 大内豆腐店 福島県

　清水順正おかべ家 京都府

　㈲ 金子商店 神奈川県

　三河屋　杜の豆腐工房 神奈川県

　㈱ アクアストリーム 神奈川県

　㈱ くすむら 愛知県

　㈱ アースシステム21 岡山県

　阿部商店 埼玉県

　篠崎商事 ㈱ 東京都

　マルト食品 ㈱ 宮城県

　㈲ 高橋食品 茨城県

  ㈱ 寺部食品 愛知県

関東豆腐連合会 東京都

　㈲ 高橋食品 茨城県

　㈲ 光食品 茨城県

　大豆乃館 ㈱ 栃木県

　とうふ工房味華 群馬県

　たけや 埼玉県

　筒井豆富本店 埼玉県

　中屋豆腐店 埼玉県

　岩田屋とうふ店 埼玉県

　大竹豆腐店 埼玉県

　大平屋豆腐店 埼玉県

　小出屋豆腐店 埼玉県

　西川屋 埼玉県

　㈲ 須賀食品 埼玉県

　松屋豆腐店 埼玉県

　須藤豆腐店 埼玉県

　仲筋輝人 埼玉県

　山下豆腐店 埼玉県

　㈲ 川合屋豆腐店 埼玉県

　下村豆腐店 埼玉県

　㈲ 石塚商店 埼玉県

　白兎堂　岡豆腐店 埼玉県

　上村豆腐店 埼玉県

　桑原豆腐店 埼玉県

　さかえや 埼玉県

　㈲ 島田食品 埼玉県

　越後屋豆腐店 埼玉県

　㈲ 岩田豆腐店 埼玉県

　㈲ 高橋豆腐店 埼玉県

　㈲ 今井豆腐店 埼玉県

　高橋とうふ店 埼玉県

　大沢とうふ店 埼玉県

　湯本豆腐店 埼玉県

　市野屋豆腐店 埼玉県



　㈲ とうふ工房わたなべ 埼玉県

　花輪食品 ㈲ 千葉県

　㈱ 三光豆腐店 千葉県

　㈲ 長生食品 千葉県

　渡辺豆腐店 千葉県

　㈲ 宍倉清商店 千葉県

　㈲ 三島屋 千葉県

　㈲ 安藤豆腐店 千葉県

　斉藤豆腐店 千葉県

　㈲ 関商店 千葉県

　㈲ 新富 千葉県

　桜井豆腐店 千葉県

　九州屋 千葉県

　㈲ 高桑商店 千葉県

　久保田豆腐店 千葉県

　大塚豆腐店 千葉県

　㈲ 小名木商店 千葉県

　九州屋 千葉県

　福島屋 千葉県

　三河屋豆腐店 千葉県

　相模屋 千葉県

　豊産商事 ㈱ 千葉県

　東風カタラン ㈲ 千葉県

　横井商店 東京都

　樋口食品工業 ㈲ 東京都

　㈲小野田商店 東京都

　㈱ いづみや 東京都

　㈱ とうふ工房ゆう 東京都

　㈲ 三善豆腐工房 東京都

　池袋　埼玉屋とうふ店 東京都

　とうふの泰平屋 ㈱ 神奈川県

　湯河原十二庵 神奈川県

　越路屋豆腐店 神奈川県

　よこはま豆腐工房 神奈川県

　㈲ 嘉平豆腐店 新潟県

　出口豆腐店 静岡県

　㈲ 清水屋食品 静岡県

　㈱ 須部商店 静岡県

　㈲ 若木屋 静岡県

　中山豆腐製造所 静岡県

　㈱白帆タンパク 静岡県

　マキノ豆腐店 静岡県

　金沢豆腐店 静岡県

　エンドー豆腐 ㈱ 静岡県

　㈲ 橋山食品 静岡県

　静岡県豆腐油揚商工組合 協力会員

　㈱ 染野屋 協力会員

　㈲ 島田食品 協力会員

　兼松ソイテック ㈱ 協力会員

　篠崎商事 ㈱ 協力会員

　阿部商店 協力会員

  関根商会 協力会員

　赤穂化成 ㈱ 協力会員

　㈱ オカラテクノロジズ 協力会員

　㈱ 利根食品 協力会員

　㈱ 望月仁平治商店 協力会員

えだまめの会 熊本県



　㈲ やっこ柳澤食品 熊本県

　㈲ 山本屋 熊本県

　島村豆腐店 熊本県

　中村商店　 熊本県

　甲斐商店 熊本県

　山瀬豆腐店 熊本県

　岡部豆腐食品工房 熊本県

　㈲ 川口商店 熊本県

　㈱ 日の出屋 熊本県

　㈱ 田代食品 熊本県

  ㈲ やまと 熊本県

　㈱ 親父のガンコとうふ 熊本県

　渡辺豆腐店 熊本県

　御船豆腐本村 熊本県

九州・沖縄豆腐業研究会 熊本県

  ㈲ 平川食品工業 佐賀県

  ㈱ 内田安喜商店 熊本県

  ㈲ くすもと食品 鹿児島県

  ㈲ 尾崎食品 長崎県

  ㈱ 地蔵 福岡県

　㈱ 池田食品 沖縄県

　九一庵食品協業組合 長崎県

　森政食品 福岡県

　㈱ 丸美屋 熊本県

　㈲ 虎屋食品 大分県

北東北豆腐流通協議会 岩手県

　㈲ 大内商店 岩手県

　㈱ 鈴清食品 岩手県

　㈲ 平安商店 岩手県

　㈱ ふうせつ花 岩手県

  ㈲ 関添食品工業 岩手県

  ㈲ 武田豆腐店 秋田県

相模原豆腐商組合 神奈川県

　㈲ 越後屋 神奈川県

　美濃屋 神奈川県

　熊澤豆腐店 神奈川県

　岡田豆腐店 神奈川県

　越川屋 神奈川県

　日吉屋 神奈川県

　越後屋 神奈川県

　小出屋豆腐店 神奈川県

　(資) 山口幸平商店 神奈川県

　熊坂豆腐店 神奈川県

　埼玉屋豆腐店 神奈川県

関西とうふ連合会 京都府

　㈲ 久在屋 京都府

　上田とうふ ㈱ 京都府

　㈱ 梅の花 京都ｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 京都府

　㈲ 京とうふかわむら 京都府

　吉田食品 京都府

　㈱ 髙丸食品 大阪府

　井川とうふ店 大阪府

　今井とうふ 大阪府
　㈱ 島津屋 大阪府

　豆腐工房　味八喜多 兵庫県

　㈱ 豆光 滋賀県

　㈱ 大岡 京都府



　㈱ カクダイ 福井県

　㈱ カワニシ 京都府

　関西雑穀 ㈱ 京都府

　ｆａｍｃｏ ㈱ 京都府

　㈱ 紅屋袋店 京都府

　㈱ 丸十商店 京都府

　㈱ ユーサイド 京都府

　リヨーコクシヨウジ ㈱ 広島県

一般会員 所在地

㈱ おとうふ工房いしかわ 愛知県

㈱ 鹿島屋 京都府

㈲ 近藤豆腐店 奈良県

社内食品 ㈱ 大阪府

㈱ 高丸食品 大阪府

㈱ 棚橋食品 滋賀県

丸徳食品 ㈱ 大阪府

㈱ 丸福食品 大阪府

㈲ 三木食品工業 奈良県

㈱ 八雲 兵庫県

㈱ くすむら 愛知県

㈱ 内田安喜商店 熊本県

㈱ 椿き家 広島県

㈱ 豆安食品 滋賀県

㈱ 染野屋 茨城県

㈱ ライクスタカギ 岐阜県

大平食品 ㈱ 山口県

森永乳業 ㈱ 東京都

㈱ 白石商店　豆腐処おかべ 岡山県

松田豆腐店 群馬県

㈱ やまみ 広島県

東風カタラン ㈲ スペイン

㈱ みすずコーポレーション 長野県

㈱ 豆吉郎 福岡県

㈱ クベル 鳥取県

豊産商事 ㈱ 千葉県

気合豆腐　埼玉屋 東京都

㈲ 平川食品工業 佐賀県

マサキ食品 宮城県

豆の力屋　いづみ産業 ㈲ 大分県

㈲ 嘉平豆腐店 新潟県

とうふ工房味華 群馬県

㈱ 日本栄養給食協会 栃木県

とうふの泰平屋 ㈱ 神奈川県

㈲ 大豆工房 みや 埼玉県

㈱ むつみ 東京都

榊原豆腐店 千葉県

㈲ 富塚豆腐店 神奈川県

日清食品ホールディングス㈱ 東京都

㈲ こなかわ 新潟県

㈲ 久在屋 京都府

太子食品工業 ㈱ 青森県

㈲ 土佐屋 東京都

㈱ トリコン 島根県

大豆乃館 ㈱ 栃木県



㈱ とうふ工房ゆう 東京都

㈱ アスミル　あげ家 松兵衛 新潟県

㈱ 佐野屋 新潟県

辻兼食品工業㈱ 岐阜県

㈲ 福井食品 兵庫県

はな合同会社 神奈川県

㈲ 絹華 神奈川県

㈱ 愛しとーと 五ケ山豆腐 佐賀県

宮古島　まごとうふ 沖縄県

Tofu&botanical kitchen Lion るあん 和歌山県

よこはま豆腐工房 神奈川県

越路屋豆腐店 神奈川県

㈲ 小野田商店 東京都

湯河原十二庵 神奈川県

丸谷豆腐店 広島県

ＴＯＦｏｋＵ 岩手県

㈱ 三和豆水庵 茨城県

オーケー食品工業 ㈱ 福岡県

賛助会員 所在地

【法人の部】

㈱ 高井製作所 石川県

シバタ ㈱ 静岡県

㈲ 吉川化学工業所 岡山県

㈱ 興産商事 愛知県

㈱ 特産社 静岡県

泰喜物産 ㈱ 東京都

理研ビタミン ㈱ 東京都

㈱ 間瀬 愛知県

㈱ 望月仁平治商店 静岡県

㈱ 川西 東京都

阿部商店 埼玉県

アメリカ大豆輸出協会 東京都

㈱ アースシステム２１ 岡山県

㈱ サンギ 東京都

㈱ かめさきカホリン 愛知県

東和食品 ㈱ 岩手県

とうふﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ㈱ 愛知県

㈱ ウッドライン 千葉県

海の精 ㈱ 東京都

兼松ソイテック ㈱ 大阪府

関根商会 千葉県

篠崎商事 ㈱ 東京都

埼玉糧穀 ㈱ 埼玉県

㈱ 全国儀式サービス 東京都

㈱ ソーエー 石川県

㈱ ワイエスピー 福岡県

三幸食品 ㈱ 東京都

㈱ ヤナギヤ 山口県

㈱ ワコウ 愛知県

美津和産業 ㈱ 高知県

㈱ 日清商会 栃木県

㈱ あいち研醸社 愛知県

武陽食品 ㈱ 東京都

㈱ 花王 東京都

リヨーコクシヨウジ ㈱ 広島県

平商事 ㈱ 東京都



㈱ 高遠 埼玉県

㈱ 菱塩 東京都

ミナミ産業 ㈱ 三重県

㈱ 梅の花 福岡県

中央化学 ㈱ 大阪府

カシオ計算機 ㈱ 東京都

NPO法人 大豆100粒運動を支える会 神奈川県

ＴＲＹ ㈱ 東京都

㈱ ニチリウ永瀬 福岡県

㈱ ランズワーク 愛知県

【個人の部】

青山　　隆 東京都

浦田　　泉 東京都

小林　正一 東京都

協賛企業・団体 所在地

倉谷化学産業 ㈱ 東京都

大阪苦汁商工 ㈱ 大阪府

全国粉末凝固剤協会 大阪府

全国豆腐用消泡剤協会 大阪府

赤穂化成 ㈱ 兵庫県

㈱ ﾌ-ﾄﾞｼﾞｬ-ﾅﾙ社 京都府

　


