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都道府県 № 企業名 都道府県 № 企業名
1 浦幌乳業株式会社 60 守山乳業株式会社
2 くみあい乳業株式会社 61 柳川乳業株式会社
3 倉島乳業株式会社 62 横浜乳業株式会社
4 有限会社 小松牧場 63 株式会社 塚田牛乳
5 新札幌乳業株式会社 64 新潟県農協乳業株式会社
6 株式会社 豊富牛乳公社 65 原田乳業株式会社
7 株式会社のぼりべつ酪農館 66 有限会社 ヤスダヨーグルト
8 株式会社 函館酪農公社 石川 67 丸七牛乳
9 株式会社 べつかい乳業興社 福井 68 加藤牧場
10 株式会社 牧家 69 信州ミルクランド株式会社
11 北海道乳業株式会社 70 八ヶ岳乳業株式会社
12 北海道日高乳業株式会社 71 岐阜グリコ乳業株式会社
13 北海道保証牛乳株式会社 72 関牛乳株式会社
14 株式会社 北海道酪農公社 73 いなさ酪農業協同組合※
15 株式会社 町村農場 74 大林牛乳※
16 よつ葉乳業株式会社 75 函南東部農業協同組合※

青森 17 一般財団法人新郷村ふるさと活性化公社 76 静岡牛乳協同組合
18 株式会社 岩手牛乳 77 東海明治株式会社
19 岩手ふるさと農業協同組合 78 株式会社 日清煉乳※
20 岩泉乳業株式会社 79 フクロイ乳業株式会社
21 大石乳業株式会社 80 ミルクランド株式会社※
22 一般社団法人葛巻町畜産開発公社 愛知 81 中央製乳株式会社
23 一般社団法人田野畑村産業開発公社 82 株式会社 いかるが牛乳
24 不二家乳業株式会社 83 江崎グリコ株式会社
25 株式会社 湯田牛乳公社 84 北庄司牛乳処理場
26 東北グリコ乳業株式会社 85 泉南乳業株式会社
27 東北森永乳業株式会社 86 日本酪農協同株式会社
28 古川乳業株式会社 87 ビタミン乳業株式会社
29 みちのくミルク株式会社 88 株式会社 共進牧場
30 株式会社飯豊ながめやま牧場 89 有限会社 昭和乳業
31 富士乳業株式会社 鳥取 90 大山乳業農業協同組合
32 木村ミルクプラント株式会社 91 木次乳業有限会社
33 有限会社 ささき牛乳 92 島根中酪株式会社
34 東北協同乳業株式会社 93 オハヨー乳業株式会社
35 酪王乳業株式会社 94 蒜山酪農農業協同組合
36 いばらく乳業株式会社 95 山陽乳業株式会社
37 筑波乳業株式会社 96 広島森永乳業株式会社
38 トモヱ乳業株式会社 97 広島グリコ乳業株式会社
39 関東乳業株式会社 山口 98 やまぐち県酪乳業株式会社
40 栃木明治牛乳株式会社 香川 99 四国明治株式会社
41 那須グリコ乳業株式会社 愛媛 100 四国乳業株式会社
42 日光霧降高原大笹牧場株式会社 高知 101 ひまわり乳業株式会社
43 針谷乳業株式会社 102 オーム乳業株式会社
44 群馬牛乳協業組合 103 永利牛乳株式会社
45 上毛食品工業株式会社 104 ニシラク乳業株式会社

千葉 46 弘養舎　小見川牛乳処理工場 佐賀 105 佐賀グリコ乳業株式会社
47 カルピス株式会社 長崎 106 有限会社 ミラクル乳業
48 協同乳業株式会社 107 熊本県酪農業協同組合連合会
49 小岩井乳業株式会社 108 熊本森永乳業株式会社
50 全国酪農業協同組合連合会 109 球磨酪農農業協同組合
51 ダノンジャパン株式会社 110 株式会社 弘乳舎
52 東京グリコ乳業株式会社 111 合資会社堀田功乳舎
53 株式会社 明治 112 九州乳業株式会社
54 森永乳業株式会社 113 有限会社古山乳業
55 雪印メグミルク株式会社 114 有限会社 丸山乳業社
56 あしがら乳業株式会社 115 南日本酪農協同株式会社
57 株式会社 協同牛乳 鹿児島 116 鹿児島県酪農乳業株式会社
58 近藤乳業株式会社 沖縄 117 沖縄明治乳業株式会社
59 タカナシ乳業株式会社 都道府県は本社・本所所在地(五十音順)

※平成30年7月函南東部農業協同組合・大林牛乳　平成30年8月いなさ酪農業協同組合・株式会社日清煉乳
平成30年9月ミルクランド株式会社はそれぞれ同意辞退
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