平成25年度賛助会員名簿（48社）
（５０音順）

会 社 名

所 在 地

ＴＥＬ
ＦＡＸ

主な取り扱い商品等

1 味の素株式会社

〒730-0041
広島県広島市中区小町6番2号

082-247-2551

2 アルファー食品株式会社

〒699-0722
出雲市大社町北荒木645

0853-53-2518 アルファ化米加工(お赤飯・おこわ・うるち米)、ウェット米飯加工(お
赤飯・おこわ)、機能性米加工（おこげ・膨化米)、レトルト具材加工、
0853-53-9083 水煮具材加工等

3 伊那食品工業株式会社

〒700-0952
岡山県岡山市北区平田101-101

086-242-5588

4 大塚製薬株式会社

〒683-0853
鳥取県米子市両三柳5488

0859-34-5771

調味料・加工食品・アミノ酸・低カロリー甘味料の製造販売

082-249-2580

寒天製造販売

086-242-6088

0859-34-4168

オロナミンＣ、ポカリスエット他飲料等販売業

5

花王株式会社
ヘルスケア食品研究所

〒131-8501
東京都墨田区文花2-1-3

03-5630-7267

6

学校法人平成坪内学園
山陰中央専門大学校

〒690-0001
松江市東朝日町75-12

0852-31-5500

〒732-0811
広島県広島市南区段原1-2-2
クレスト比治山1階
〒683-0804
鳥取県米子市米原5-7-2
丸綜ビル２Ｆ５号

082-506-4488

〒690-0017
松江市西津田2-8-20

0852-32-5295 医薬品、健康食品、化粧品、ベビー用品、日用品等の販売
介護事業
0852-32-7778 保険調剤薬局の運営

〒721-0955
広島県福山市新涯町4-8-4

084-981-4710 厚生労働省許可特別用途食品（低カロリ-甘味料、
084-981-4711 マ－ビ－甘味料粉末他 粉あめ） 健康食品製造販売

11 株式会社門脇正司商店

〒690-0048
松江市西嫁島1-4-10

0852-24-1133

12 株式会社川崎フ－ドモデル

〒725-0024
広島県竹原市港町5-1-11

0846-22-2588 栄養指導用フードモデル、食育タペストリー、
0846-22-9160 脂肪模型の製造 販売

13 株式会社さんれいフ－ズ

〒683-8506
鳥取県米子市旗ヶ崎2147番地

0859-33-2518

14 株式会社三和化学研究所

〒732-0806
広島県広島市南区西荒神町1-8
テリハ広島 ２階

082-506-1581 医薬品、診断用試薬、簡易血糖測定機、
082-506-0408 ヘルスケア製品の研究開発と製造販売

〒690-0044
松江市浜乃木6丁目14-1-107

0852-67-5601

〒690-0826
松江市学園南2-10-14
タイムプラザビル
〒732-0052
広島県広島市東区光町2丁目717
第2京谷ビル401号
〒699-1323
雲南市木次町東日登228-2

0852-32-1146

19 キッセイ薬品工業株式会社

〒399-0711
長野県塩尻市片丘9637-6

0263-54-5010 たんぱく質調査、エネルギー補給食品、
0263-54-5022 介護・高齢者補助食品の販売

20 キユ－ピ－株式会社

〒700-0973
岡山市北区下中野1226-20

082-263-5511 キユ－ピ－．アオハタ．ジャネフ製品の販売、0歳～100歳までの
082-262-2877 食品（ベビーフード、減塩食、流動食、介護食等）

21 山陰アイホ－調理機株式会社

0852-67-3691 厨房設備の設計施工、厨房機器の販売、
〒699-0112
松江市東出雲町意宇東3丁目6-5 0852-67-3692 厨房備品の販売、食器・洗剤の販売

22 山陰中央ヤクルト販売株式会社

〒690-0011
松江市東津田町1847-1

0852-26-8960

23 三信化工株式会社

〒731-5133
広島県広島市佐伯区旭園3-33
清水ビル６階

082-943-2011

24 信濃化学工業株式会社

〒381-0045
長野市桐原1丁目2-12

026-243-1115

25 島根さんれい株式会社

〒697-0017
浜田市原井町3050-7

0855-22-5782

7 株式会社アルボ－ス
8 株式会社いわさき
9 株式会社ウェルネス湖北
10

株式会社Ｈ＋Ｂライフサイエンス
中四国エリア

株式会社

15 ジャスタウェイフードサービス
16 株式会社テクノプロジェクト
17 株式会社ホームナース
18 木次乳業有限会社

ヘルシア等、花王製品の販売

03-5630-9436
学校教育

0852-31-5511
業務用洗剤の製造販売

082-506-4505
0859-35-7037 糖尿病指導用サンプル、食育フードモデル、「健康日本21」食生活
0859-35-7038 改善指導用食品サンプル、食育ＳＡＴシステム

厨房機器・食器・備品等販売

0852-24-1233

業務用食材及び医療用食品の卸売販売

0859-33-6174

厨房機器、厨房用品の販売

0852-67-5601
栄養管理システム開発他

0852-32-1160
082-567-2020

訪問健康指導・相談事業

082-567-2152
0854-42-0445

乳製品の製造及び販売業

0854-42-0400

乳製品乳酸菌飲料、ジュース清涼飲料、食品、化粧品等の卸販売

0852-21-0811
給食用食器、周辺機器の製造・販売

082-943-2911
メラミン食器、ＵＤ食器、保温食器の販売

026-243-1520

0855-22-9548

業務用総合食品、冷凍食品、医療食の販売

会 社 名

ＴＥＬ
ＦＡＸ

所 在 地

主な取り扱い商品等

〒693-0065
出雲市平野町302

0853-22-5303

27 島根ヤクルト販売株式会社

〒693-0004
出雲市渡橋町765-2

0853-22-8960

28 成和産業株式会社

〒733-8633
広島県広島市西区商工センタ－
１丁目2-19

082-501-0300 医療用食品の販売（濃厚流動食、低カロリー食品、
082-276-3019 低タンパク食品、介護食、減塩食など）

29 タニコー株式会社

〒690-0048
松江市西嫁島1-2-7

0852-27-1442 ・業務用厨房機器の製造、販売、設計、施工
0852-27-1869 ・調理道具のカタログ通信販売

30 中国電力株式会社

〒690-0001
松江市東朝日町5-1

0852-32-0225 業務電化厨房システムのコンサルティング、
0852-32-0228 新調理システムのコンサルティング

31 テルモ株式会社

〒700-0944
岡山県岡山市泉田20-7

086-226-6160

32 日清医療食品株式会社

〒683-0845
鳥取県米子市旗ヶ崎2321

0859-30-0536

33 日本食研株式会社

〒690-0876
松江市黒田町345-2

0852-32-0341

26

島根県中央酪農
農業協同組合連合会

〒104-0033
東京都中央区新川2-1-5
THE WALL 4F
〒732-0828
ネスレ日本株式会社
35 ネスレヘルスサイエンスカンパニー 広島県広島市南区京橋町1-23
三井生命広島駅前ビル10Ｆ

34 ニュートリー株式会社

牛乳・乳製品・その他酪農製品の加工販売（中酪牛乳）

0853-22-2100
ヤクルト商品の卸販売

0853-22-0330

医薬品・栄養食品、医療用機器の製造販売

086-226-6170
給食の委託業務

0859-30-0537
食品、包装資材、機械設備の販売

0852-32-0345
03-3206-0107

栄養補助食品・介護用食品の開発・製造・販売

03-3206-0108
082-264-8705

栄養補助食品の製造・販売

082-264-8790

082-568-5753 Ｃ1000ビタミンレモン・レモンウォーター、強化米・
〒732-0052
36 ハウスウェルネスフーズ株式会社 広島県広島市東区光町1-10-19
082-262-0806 新玄・炊きたてカルシウム、医薬部外品 アリナミンＶドリンク

37 長谷川化学工業株式会社

〒276-0022
千葉県八千代市上高野1384-5

047-482-1001 まな板、包丁、スパテラ、スパテラスタンド、
047-484-7146 角柄（ひしゃく、すくい網） 等の製造・販売

38 ホクサン厨機株式会社

〒690-0048
松江市西嫁島１丁目4-31

0852-26-3350 業務用厨房機器施工、調理器具、食器、洗剤、ペーパータオル、
0852-27-1675 使い捨て手袋、マスクその他消耗品

39 ホリカフ－ズ株式会社

〒577-0012
大阪府東大阪市長田東3-2-43
ＳＫパークビル702号室

06-6746-1616 治療食・介護食・非常食の製造及び販売
06-6746-1818 （ピーエルシーごはん・オクノス流動食品・全がゆ など）

40 マルカ冷蔵有限会社

〒690-0017
松江市西津田2-8-19

0852-21-2541 冷凍魚・冷凍食品・塩干魚・鮮魚・高級海老等
0852-21-6601 卸売販売

41 丸大食品株式会社

〒733-0035
広島県広島市西区南観音
6-11-32

082-293-2111

〒690-0046
松江市乃木福富町735-175

0852-31-5577

〒730-0852
広島県広島市中区猫屋町3番2号
猫屋町ビル2Ｆ
〒689-3309
鳥取県西伯郡大山町国信字笠原
534-1

082-233-0015 ・ゆかり ・炊き込みわかめ
082-233-7878 ・ちらし寿し（レトルト） ・五目釜めし（レトルト）

45 モルツウェル株式会社

〒690-0876
松江市黒田町454-3

0852-20-2400 ・高齢者向け配食サービス事業（在宅）
・介護施設向け配食事業
0852-20-2402 ・持ち帰り弁当ＦＣ事業

46 有限会社アームズ

〒690-0017
松江市西津田9-5-17

0852-59-5153

47 有限会社益田製茶

〒698-0017
益田市七尾町10-35

0856-22-6977

48 有限会社宮本食肉店

〒690-0044
松江市浜乃木2丁目4-6

0852-22-1928 牛・豚・鶏・羊・畜産加工品全般 学校給食・病院給食・産業給食・
各施設給食卸 ホテル・レストラン・等業務用食肉卸 加工品・おか
0852-31-4074 ず（自社手作り）野菜・冷凍食品 鶏卵 バーベキューレンタル業務

42

丸藤伸興アゴおばさん弁当
有限会社

43 三島食品株式会社
44 株式会社明治

ハムソーセージ製造販売

082-293-2114
弁当、惣菜、仕出し製造販売

0852-31-5578

0859-53-1000 乳製品、濃厚流動食、介護食、栄養補助食品等の
0859-53-1004 販売

食品全般、洗剤等卸売業

0852-59-5154
緑茶精製卸、小売（わかめ・昆布茶・珈琲・抹茶他）

0856-22-6983

平成25年度、島根県栄養士会にご協力をいただく賛助会員の方々です。
会員の皆さん、上記取り扱い商品等を参照の上、ぜひご利用ください。
また、訪問や電話など受けた際には対応等よろしくお願いします。
お互いに情報交換ができ、提案や要望が気軽に言えるようなよい関係が構築できればと思います。

