
フードバレーとちぎ推進協議会会員一覧／50音順（平成22年11月19日現在）

№ 名　　　称 所在地 № 名　　　称 所在地

1 アーベストフーズ(株) 大田原市 51 (株)オータニ 宇都宮市

2 青木ソバ粉(株) 栃木市 52 大田原市ブルーベリー研究会 大田原市

3 青源味噌(株) 宇都宮市 53 大田原商工会議所 大田原市

4 秋田包装(株) 宇都宮市 54 (株)大麦工房ロア 足利市

5 (株)アキモ 宇都宮市 55 小澤製粉販売(株) 野木町

6 農事組合法人アグリテック栃木 栃木市 56 (株)乙女屋 小山市

7 (株)アサバ 日光市 57 (株)オニオンスキー 上三川町

8 旭食品(株) 宇都宮市 58 (株)小野口商店 栃木市

9 (合)旭堂 さくら市 59 (株)おばねや 小山市

10 アシードブリュー(株)　宇都宮飲料工場 下野市 60 小山市 小山市

11 (株)足利銀行 宇都宮市 61 小山農業協同組合 小山市

12 足利佐野めんめん街道推進協議会 佐野市 62 カクヤス商販(株) 矢板市

13 足利市坂西商工会 足利市 63 カゴメ(株)　那須工場 那須塩原市

14 足利市農業協同組合 足利市 64 笠原産業(株) 足利市

15 足利東都給食(株) 足利市 65 (株)カザミ 足利市

16 (株)足利フラワーリゾート 足利市 66 (株)金谷ホテルベーカリー 日光市

17 (株)あしぎん総合研究所 宇都宮市 67 鹿沼商工会議所 鹿沼市

18 あづま食品(株) 宇都宮市 68 鹿沼そば振興会 鹿沼市

19 荒牧りんご園 宇都宮市 69 (株)鹿沼ランチサービス 鹿沼市

20 イートランド(株) 宇都宮市 70 金田果樹園 芳賀町

21 飯沼銘醸(株) 西方町 71 (株)かねふく 宇都宮市

22 (株)石川そば製粉所 鹿沼市 72 上都賀農業協同組合 鹿沼市

23 泉食品(株) 真岡市 73 (有)神村勝次郎商店 足利市

24 (有)磯ヶ谷養鶏園 大田原市 74 烏山製茶工場 那須烏山市

25 (有)いちごの里湯本農場 小山市 75 カルビー(株)　新宇都宮工場 宇都宮市

26 (株)稲食 下野市 76 (有)川清商店 岩舟町

27 (株)井上清吉商店 宇都宮市 77 (株)カワチ産商 宇都宮市

28 (有)岩上商店 大田原市 78 (株)観光農園いわふね 岩舟町

29 岩下食品(株) 栃木市 79 関東電子計測(株) 小山市

30 (有)ウィンウィン 宇都宮市 80 (株)関東農産 那須町

31 (株)上原園 栃木市 81 カンバク(株) 宇都宮市

32 宇印宇都宮青果(株) 宇都宮市 82 (有)菊地市郎商店 那須塩原市

33 (協)宇都宮餃子会 宇都宮市 83 北那須酪農業協同組合 那須塩原市

34 宇都宮商工会議所 宇都宮市 84 (株)木村 宇都宮市

35 宇都宮酒造(株) 宇都宮市 85 (株)共栄青果 宇都宮市

36 宇都宮ステーション開発(株) 宇都宮市 86 キリン協和フーズ(株)　日光工場 日光市

37 宇都宮精機(株) 宇都宮市 87 久保田食品(有) 足利市

38 宇都宮大学 宇都宮市 88 (株)庫や 那須塩原市

39 宇都宮短期大学 宇都宮市 89 黒磯観光協会 那須塩原市

40 宇都宮ねぎにら餃子(株) 宇都宮市 90 黒羽観光簗漁業組合 大田原市

41 宇都宮農業協同組合 宇都宮市 91 黒羽商工会 大田原市

42 エバラ食品工業(株)　栃木工場 さくら市 92 こいしや食品(株) 宇都宮市

43 海老沼食品(株) 栃木市 93 (有)コウノ鶏卵 鹿沼市

44 (有)海老屋 日光市 94 国際航業(株)　宇都宮営業所 宇都宮市

45 エルマーナ(株) 足利市 95 (株)心音 日光市

46 遠藤食品(株) 佐野市 96 (有)小林農産 那須塩原市

47 オイシア(株) 宇都宮市 97 ごはん平林 那須町

48 大柿村ほたるの里　より処 栃木市 98 (株)小松工業 宇都宮市

49 (株)扇屋 那須町 99 斎藤商事(株) 宇都宮市

50 (株)大笹牧場 日光市 100 (株)佐藤海苔 宇都宮市
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101 佐野農業協同組合 佐野市 151 月星食品(株) 足利市

102 (株)サンコー 宇都宮市 152 (株)椿屋 上三川町

103 (株)サンデリカ　小山事業所 小山市 153 帝京大学 宇都宮市

104 サントリー酒類(株)　梓の森工場 栃木市 154 (株)勅使川原製麦所 佐野市

105 (株)サンプラザコーポレーション 栃木市 155 (有)手塚製麺所 大田原市

106 三宝製菓(株) 鹿沼市 156 天鷹酒造(株) 大田原市

107 (株)サンユー 宇都宮市 157 (株)東京フード 佐野市

108 シー・メイト(株) 宇都宮市 158 (有)東北液化ガス運輸 大田原市

109 (株)シェフコ 鹿沼市 159 トーホー加工(株)　小山工場 小山市

110 (株)シオダ食品 佐野市 160 (有)徳久セブンイレブン 佐野市

111 塩野谷農業協同組合 さくら市 161 (株)栃木銀行 宇都宮市

112 塩谷地域食の街道推進協議会 塩谷町 162 栃木県 宇都宮市

113 (株)自然派花の季 宇都宮市 163 栃木県開拓農業協同組合 那須塩原市

114 (株)島崎酒造 那須烏山市 164 栃木県菓子工業組合 宇都宮市

115 下野農業協同組合 栃木市 165 (社）栃木県観光物産協会 宇都宮市

116 (株)ジャパンエコロジーシンキング 宇都宮市 166 栃木県干瓢商業協同組合 下野市

117 (株)秀水 塩谷町 167 栃木県技術士会 宇都宮市

118 (株)尚仁沢湧水 塩谷町 168 栃木県牛乳普及協会 宇都宮市

119 (株)昭和食品 宇都宮市 169 栃木県漁業協同組合連合会 宇都宮市

120 (株)食メディア 小山市 170 (社)栃木県経済同友会 宇都宮市

121 (株)白相酒造 那珂川町 171 (財)栃木県産業振興センター 宇都宮市

122 (有)城山製麺 佐野市 172 栃木県酒造組合 宇都宮市

123 新栄食品(株) 足利市 173 (社)栃木県商工会議所連合会 宇都宮市

124 新生酪農(株) 那須塩原市 174 栃木県商工会連合会 宇都宮市

125 (有)神保栄三久商店 日光市 175 栃木県食肉事業協同組合連合会 宇都宮市

126 (株)すが野 壬生町 176 (社)栃木県食品産業協会 宇都宮市

127 (有)杉山農園 宇都宮市 177 栃木県女性農業士会 宇都宮市

128 (株)寿々木商店 那須町 178 栃木県信用組合協会 真岡市

129 (有)鈴木そば製粉所 益子町 179 栃木県製餡協同組合 宇都宮市

130 (株)鈴矢電機サービス 宇都宮市 180 (社)栃木県畜産協会 宇都宮市

131 ゼビオプラスト(株) さくら市 181 栃木県中小企業団体中央会 宇都宮市

132 全国農業協同組合連合会　栃木県本部 宇都宮市 182 栃木県漬物工業協同組合 佐野市

133 全国農協食品(株)　関東工場 真岡市 183 栃木県特用林産協会 宇都宮市

134 仙波糖化工業(株) 真岡市 184 栃木県認定農業者連絡協議会 宇都宮市

135 (有)センボン 宇都宮市 185 栃木県農業協同組合中央会 宇都宮市

136 (株)壮関 矢板市 186 栃木県農業士会 宇都宮市

137 惣誉酒造(株) 市貝町 187 (財)栃木県農業振興公社 宇都宮市

138 (有)相馬食品 那須塩原市 188 栃木県農業法人協会 宇都宮市

139 (株)ソウルリバースバンキング 栃木市 189 栃木県農村生活研究グループ協議会 宇都宮市

140 第一酒造(株) 佐野市 190 栃木県パン協同組合 宇都宮市

141 (株)ダイエー 日光市 191 栃木県米菓工業組合 宇都宮市

142 (株)大高商事 宇都宮市 192 栃木県養殖漁業協同組合 宇都宮市

143 太子食品工業(株)　日光工場 日光市 193 栃木県酪農業協同組合 宇都宮市

144 (有)大地 小山市 194 栃木商工会議所 栃木市

145 (株)大丸製菓 宇都宮市 195 栃木乳業(株) 栃木市

146 タカ食品工業(株)　関東支社 栃木市 196 (社)とちぎ農産物マーケティング協会 宇都宮市

147 (株)タカハシフーズ 鹿沼市 197 (株)栃木ミツカン　栃木工場 栃木市

148 (株)高橋弥次右衛門商店 日光市 198 栃酪乳業(株) 宇都宮市

149 滝沢ハム(株) 栃木市 199 (有)トップフーズ 真岡市

150 (株)つかもと 益子町 200 (株)外池酒造店 益子町
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201 (株)どまんなか　たぬま 佐野市 251 政木屋食品(株) 宇都宮市

202 (株)虎谷 足利市 252 益子町商工会 益子町

203 (有)とん太ファミリー 益子町 253 マ・マーマカロニ(株) 宇都宮市

204 仲屋商店 那須塩原市 254 (株)丸木屋 小山市

205 (有)那須高原　今牧場 那須町 255 (株)マルシンフーズ　栃木工場 真岡市

206 那須高原ミルク街道推進協議会 那須塩原市 256 (株)まるつね 壬生町

207 那須野農業協同組合 那須塩原市 257 丸彦製菓(株) 日光市

208 那須ハーブ牛協会 さくら市 258 (株)みちのく蜂舎 那須塩原市

209 (有)那須バイオファーム 高根沢町 259 (株)ミツトヨフーズ 那珂川町

210 那須町商工会 那須町 260 (株)南ヶ丘牧場 那須町

211 那須南農業協同組合 那珂川町 261 宮島醤油(株)　宇都宮工場 宇都宮市

212 (株)波里 佐野市 262 (有)ミヤ商事 大田原市

213 (株)ニッカネ 宇都宮市 263 (株)明治フード 栃木市

214 日光ゆば製造(株) 宇都宮市 264 (有)麺工房かみおか 佐野市

215 日光わさび(株) 日光市 265 (株)真岡食肉 上三川町

216 (株)日昇堂 日光市 266 農事組合法人茂木農産 茂木町

217 日清ファーム(株) 宇都宮市 267 (株)もめん弥 西方町

218 日東産業(株) 足利市 268 森永製菓(株)　小山工場 小山市

219 (株)日本政策金融公庫　宇都宮支店中小企業事業 宇都宮市 269 矢板市商工会 矢板市

220 (株)日本政策金融公庫　宇都宮支店農林水産事業 宇都宮市 270 柳屋食品(株) 真岡市

221 (株)日本栄養給食協会 宇都宮市 271 (株)谷野善平商店 上三川町

222 日本ボーチフレーバー(株) 宇都宮市 272 ヤマギシズム生活那須実顕地農事組合法人 さくら市

223 (株)ネクステージ 宇都宮市 273 (株)山久 矢板市

224 (有)農業生産法人かぬま 鹿沼市 274 やまこ産業(株) 岩舟町

225 農村レストランそば処なのはな 佐野市 275 ヤマゼンコミュニケイション(株) 宇都宮市

226 (株)野﨑本店 小山市 276 山本屋(有) 佐野市

227 野沢ベジファーム 上三川町 277 八溝そば街道推進協議会 那須烏山市

228 (株)ハート＆ベリー 宇都宮市 278 (有)ユウシンフードサービス 佐野市

229 (有)ハーレーファーム 那須塩原市 279 (株)雄都水産 宇都宮市

230 ハウス食品(株)　関東工場 佐野市 280 (株)ユーユーワールド 宇都宮市

231 はが野農業協同組合 真岡市 281 ユニオンソース(株)　日光工場 日光市

232 芳賀町商工会 芳賀町 282 農事組合法人湯西川組合 日光市

233 早川食品(株) 佐野市 283 (株)横倉本店 宇都宮市

234 針谷乳業(株) 宇都宮市 284 吉岡食品(株) 大田原市

235 (株)はるこま屋 那珂川町 285 (有)ヨシムラ 宇都宮市

236 (株)パン・アキモト 那須塩原市 286 (株)ヨックモッククレア 日光市

237 ひざつき製菓(株) 栃木市 287 米山そば工業(株) 鹿沼市

238 日の本穀粉(株) 小山市 288 楽膳 佐野市

239 (株)樋山昌一商店 日光市 289 酪農とちぎ農業協同組合 宇都宮市

240 (株)ファーマーズ・フォレスト 宇都宮市 290 (株)リビングカマトク 鹿沼市

241 (有)深澤製餡所 栃木市 291 (株)療食サービス 宇都宮市

242 フタバ食品(株) 宇都宮市 292 両毛食品(株) 栃木市

243 (株)古川商店 宇都宮市 293 レオン自動機(株) 宇都宮市

244 古谷農産 大田原市 294 ６月の森農業生産法人ブルーベリーファーム(有) 佐野市

245 フレーズ　ガーデン 小山市 295 ワイズティーネットワーク(株) 宇都宮市

246 (株)ヘルシーフーズワタナベ 茂木町 296 (株)若山商店 宇都宮市

247 箒根酪農業協同組合 那須塩原市 297 和光堂(株)　栃木工場 さくら市

248 北関酒造(株) 栃木市 298 (株)渡淸 宇都宮市

249 (株)北研 壬生町 299 (株)渡辺和哉商店 日光市

250 (株)ホテル東日本　宇都宮 宇都宮市 300 (株)渡邊商事 宇都宮市


