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令和3年12月現在

都道府県名

北海道(9) 伊藤忠北海道 兼松アグリテック北海道 日清丸紅北海道 日本甜菜製糖北海道 ノーサン北海道

フィード・ワン北海道 マルナカ北海道 明治飼糧北海道 雪印北海道

青森県(10) 伊藤忠青森県 兼松アグリテック青森県 昭和青森県 ニチワ青森県 日清丸紅青森県

ノーサン青森県 フィード・ワン青森県 マルナカ青森県 明治飼糧青森県 雪印青森県

岩手県(11) 伊藤忠岩手県 兼松アグリテック岩手県 清水港飼料岩手県 昭和岩手県 ニチワ岩手県

日清丸紅岩手県 ノーサン岩手県 フィード・ワン岩手県 マルナカ岩手県 明治飼糧岩手県

雪印岩手県

宮城県(9) 伊藤忠宮城県 兼松アグリテック宮城県 清水港飼料宮城県 昭和宮城県 日清丸紅宮城県

ノーサン宮城県 フィード・ワン宮城県 マルナカ宮城県 明治飼糧宮城県

秋田県(10) 伊藤忠秋田県 オールインワン秋田県 兼松アグリテック秋田県 清水港飼料秋田県 ニチワ秋田県

日清丸紅秋田県 ノーサン秋田県 フィード・ワン秋田県 マルナカ秋田県 明治飼糧秋田県

山形県(10) 伊藤忠山形県 オールインワン山形県 兼松アグリテック山形県 清水港飼料山形県 昭和山形県

日清丸紅山形県 ノーサン山形県 フィード・ワン山形県 マルナカ山形県 明治飼糧山形県

福島県(10) 伊藤忠福島県 兼松アグリテック福島県 清水港飼料福島県 昭和福島県 豊橋飼料福島県

日清丸紅福島県 ノーサン福島県 フィード・ワン福島県 マルナカ福島県 明治飼糧福島県

茨城県(11) 伊藤忠茨城県 兼松アグリテック茨城県 清水港飼料茨城県 昭和茨城県 豊橋飼料茨城県

日清丸紅茨城県 ノーサン茨城県 フィード・ワン茨城県 マルナカ茨城県 明治飼糧茨城県

雪印茨城県

栃木県(10) 伊藤忠栃木県 兼松アグリテック栃木県 清水港飼料栃木県 昭和栃木県 豊橋飼料栃木県

日清丸紅栃木県 ノーサン栃木県 フィード・ワン栃木県 マルナカ栃木県 明治飼糧栃木県

群馬県(11) 伊藤忠群馬県 兼松アグリテック群馬県 清水港飼料群馬県 昭和群馬県 豊橋飼料群馬県

日清丸紅群馬県 ノーサン群馬県 フィード・ワン群馬県 マルナカ群馬県 明治飼糧群馬県

雪印群馬県

埼玉県(11) 伊藤忠埼玉県 兼松アグリテック埼玉県 清水港飼料埼玉県 昭和埼玉県 豊橋飼料埼玉県

日清丸紅埼玉県 ノーサン埼玉県 フィード・ワン埼玉県 マルナカ埼玉県 明治飼糧埼玉県

雪印埼玉県

千葉県(11) 伊藤忠千葉県 兼松アグリテック千葉県 清水港飼料千葉県 昭和千葉県 豊橋飼料千葉県

日清丸紅千葉県 ノーサン千葉県 フィード・ワン千葉県 マルナカ千葉県 明治飼糧千葉県

雪印千葉県

東京都(11) 伊藤忠東京都 兼松アグリテック東京都 清水港飼料東京都 昭和東京都 豊橋飼料東京都

日清丸紅東京都 ノーサン東京都 フィード・ワン東京都 マルナカ東京都 明治飼糧東京都

雪印東京都

神奈川県(10) 伊藤忠神奈川県 兼松アグリテック神奈川県 清水港飼料神奈川県 昭和神奈川県 豊橋飼料神奈川県

日清丸紅神奈川県 ノーサン神奈川県 フィード・ワン神奈川県 マルナカ神奈川県 明治飼糧神奈川県

山梨県(9) 兼松アグリテック山梨県 清水港飼料山梨県 昭和山梨県 豊橋飼料山梨県 日清丸紅山梨県

ノーサン山梨県 フィード・ワン山梨県 マルナカ山梨県 明治飼糧山梨県

新潟県(9) 伊藤忠新潟県 兼松アグリテック新潟県 清水港飼料新潟県 昭和新潟県 日清丸紅新潟県

ノーサン新潟県 フィード・ワン新潟県 マルナカ新潟県 明治飼糧新潟県

長野県(10) 伊藤忠長野県 兼松アグリテック長野県 清水港飼料長野県 昭和長野県 豊橋飼料長野県

日清丸紅長野県 ノーサン長野県 フィード・ワン長野県 マルナカ長野県 明治飼糧長野県

静岡県(11) 伊藤忠静岡県 兼松アグリテック静岡県 清水港飼料静岡県 豊橋飼料静岡県 日清丸紅静岡県

ノーサン静岡県西部 ノーサン静岡県東部 フィード・ワン静岡県 マルナカ静岡県 丸菱静岡県

明治飼糧静岡県

岐阜県(9) 亀屋岐阜県 シーアイ岐阜県 豊橋飼料岐阜県 日清丸紅岐阜県 ノーサン岐阜県

フィード・ワン岐阜県 マルナカ岐阜県 丸菱岐阜県 明治飼糧岐阜県

愛知県(11) 亀屋愛知県 兼松アグリテック愛知県 シーアイ愛知県 清水港飼料愛知県 豊橋飼料愛知県

日清丸紅愛知県 ノーサン愛知県 フィード・ワン愛知県 マルナカ愛知県 丸菱愛知県

明治飼糧愛知県

三重県(10) シーアイ三重県 豊橋飼料三重県 ニチワ三重県 日清丸紅三重県 ノーサン三重県

三重県野島 フィード・ワン三重県 マルナカ三重県 丸菱三重県 明治飼糧三重県

富山県(7) 亀屋富山県 シーアイ富山県 日清丸紅富山県 ノーサン富山県 フィード・ワン富山県

マルナカ富山県 丸菱富山県

石川県(6) 日清丸紅石川県 兼松アグリテック石川県 ノーサン石川県 フィード・ワン石川県 マルナカ石川県

明治飼糧石川県

福井県(9) 亀屋福井県 昭和福井県 豊橋飼料福井県 ニチワ福井県 日清丸紅福井県

ノーサン福井県 フィード・ワン福井県 マルナカ福井県 明治飼糧福井県

会員(飼料荷受組合)名



都道府県名 会員(飼料荷受組合)名

滋賀県(11) 亀屋滋賀県 昭和滋賀県 豊橋飼料滋賀県 ニチワ滋賀県 日清丸紅滋賀県

ノーサン滋賀県 滋賀県野島 フィード・ワン滋賀県 マルナカ滋賀県 丸菱滋賀県

明治飼糧滋賀県

京都府(7) 伊藤忠京都府 豊橋飼料京都府 ニチワ京都府 日清丸紅京都府 ノーサン京都府

フィード・ワン京都府 マルナカ京都府

大阪府(8) 昭和大阪府 豊橋飼料大阪府 ニチワ大阪府 日清丸紅大阪府 ノーサン大阪府

フィード・ワン大阪府 マルナカ大阪府 明治飼糧大阪府

兵庫県(10) 伊藤忠兵庫県 昭和兵庫県 豊橋飼料兵庫県 ニチワ兵庫県 日清丸紅兵庫県

ノーサン兵庫県 兵庫県野島 フィード・ワン兵庫県 マルナカ兵庫県 明治飼糧兵庫県

奈良県(7) 伊藤忠奈良県 昭和奈良県 ニチワ奈良県 奈良県野島 フィード・ワン奈良県

マルナカ奈良県 明治飼糧奈良県

和歌山県(6) 昭和和歌山県 ニチワ和歌山県 日清丸紅和歌山県 フィード・ワン和歌山県 マルナカ和歌山県

明治飼糧和歌山県

鳥取県(8) 昭和鳥取県 豊橋飼料鳥取県 ニチワ鳥取県 日清丸紅鳥取県 ノーサン鳥取県

フィード・ワン鳥取県 マルナカ鳥取県 明治飼糧鳥取県

島根県(8) 伊藤忠島根県 豊橋飼料島根県 ニチワ島根県 日清丸紅島根県 ノーサン島根県

フィード・ワン島根県 マルナカ島根県 明治飼糧島根県

岡山県(9) 伊藤忠岡山県 中国物産岡山県 豊橋飼料岡山県 ニチワ岡山県 日清丸紅岡山県

ノーサン岡山県 フィード・ワン岡山県 マルナカ岡山県 明治飼糧岡山県

広島県(8) 中国物産広島県 豊橋飼料広島県 ニチワ広島県 日清丸紅広島県 ノーサン広島県

フィード・ワン広島県 マルナカ広島県 明治飼料広島県

徳島県(9) 伊藤忠徳島県 昭和徳島県 豊橋飼料徳島県 ニチワ徳島県 日清丸紅徳島県

ノーサン徳島県 フィード・ワン徳島県 マルナカ徳島県 明治飼糧徳島県

香川県(10) 伊藤忠香川県 昭和香川県 中国物産香川県 豊橋飼料香川県 ニチワ香川県

日清丸紅香川県 ノーサン香川県 フィード・ワン香川県 マルナカ香川県 明治飼糧香川県

愛媛県(8) 伊藤忠愛媛県 ニチワ愛媛県 日清丸紅愛媛県 ノーサン愛媛県 フィード・ワン愛媛県

マルナカ愛媛県 マルハ愛媛県 明治飼糧愛媛県

高知県(7) 伊藤忠高知県 ニチワ高知県 日清丸紅高知県 ノーサン高知県 フィード・ワン高知県

マルナカ高知県 明治飼糧高知県

山口県(8) 伊藤忠山口県 中国物産山口県 豊橋飼料山口県 ニチワ山口県 日清丸紅山口県

ノーサン山口県 フィード・ワン山口県 マルナカ山口県

福岡県(10) 伊藤忠福岡県 シーアイ福岡県 昭和福岡県 豊橋飼料福岡県 ニチワ福岡県

日清丸紅福岡県 ノーサン福岡県 フィード・ワン福岡県 マルナカ福岡県 明治配合飼料福岡県

佐賀県(9) 伊藤忠佐賀県 昭和佐賀県 豊橋飼料佐賀県 ニチワ佐賀県 日清丸紅佐賀県

ノーサン佐賀県 フィード・ワン佐賀県 マルナカ佐賀県 マルハ佐賀県

長崎県(11) シーアイ長崎県 昭和長崎県 豊橋飼料長崎県 長崎県養鶏農協 ニチワ長崎県

日清丸紅長崎県 ノーサン長崎県 フィード・ワン長崎県 マルナカ長崎県 マルハ長崎県

明治飼糧長崎県

熊本県(10) アイティーエス熊本県 伊藤忠熊本県 昭和熊本県 豊橋飼料熊本県 ニチワ熊本県

日清丸紅熊本県 ノーサン熊本県 フィード・ワン熊本県 マルナカ熊本県 明治飼糧熊本県

大分県(10) 伊藤忠・シーアイ大分県 昭和大分県 豊橋飼料大分県 ニチワ大分県 日清丸紅大分県

ノーサン大分県 フィード・ワン大分県 マルナカ大分県 マルハ大分県 明治飼糧大分県

宮崎県(10) シーアイ宮崎県 昭和宮崎県 豊橋飼料宮崎県 ニチワ宮崎県 日清丸紅宮崎県

ノーサン宮崎県 フィード・ワン宮崎県 マルナカ宮崎県 マルハ宮崎県 明治飼糧宮崎県

鹿児島県(11) 伊藤忠鹿児島県 オールインワン鹿児島県 兼松アグリテック鹿児島県 昭和鹿児島県 ニチワ鹿児島県

日清丸紅鹿児島県 ノーサン鹿児島県 フィード・ワン鹿児島県 マルナカ鹿児島県 マルハ鹿児島県

明治飼糧鹿児島県

沖縄県(8) 伊藤忠沖縄県 共栄沖縄県 ニチワ沖縄県 日清丸紅沖縄県 ノーサン沖縄県

フィード・ワン沖縄県 マルナカ沖縄県 琉球沖縄県

合計(438)
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