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都道府県 名　称 電話番号 所在地

北海道 北海道食糧事業協同組合 011-846-2194 札幌市

函館米穀株式会社 0138-45-5121 函館市

日高米穀株式会社 0146-42-1104 新ひだか町

北海道中央食糧株式会社 011-731-4311 札幌市

旭川食糧株式会社 0166-23-6121 旭川市

株式会社 そうべい 0162-23-3880 稚内市

株式会社 ほくべい 0157-23-7301 北見市

株式会社 食創 0155-23-1311 帯広市

釧根食糧株式会社 0154-22-5604 釧路市

株式会社 ショクレン北海道 0136-22-0123 倶知安町

株式会社 アサヅマ・グラシス 011-511-2411 札幌市

青森 水晶米あおもり事業協同組合 017-775-1651 青森市

水晶米あおもり事業協同組合 八戸支社 0178-44-1186 八戸市

青森米穀卸株式会社 017-731-2500 青森市

黒石米穀株式会社 0172-52-3235 黒石市

岩手 株式会社　純情米いわて 019-638-0121 盛岡市

宮城 ワタヒョウ株式会社 022-238-7625 仙台市

株式会社 サンライスみやぎ 0226-22-5544 気仙沼市

秋田 秋田食糧卸販売株式会社 018-823-1661 秋田市

山形 県食連協同組合 023-686-4511 山形市

福島 会津米穀協同組合 0242-24-1700 会津若松市

福島地区米穀卸商業協同組合 024-523-2261 福島市

福島浜通米穀株式会社 0246-26-3787 いわき市

福島第一食糧卸協同組合 024-546-3535 福島市

茨城 茨城県食糧販売協同組合 029-221-2161 水戸市

栃木 栃木県中央食販株式会社 028-624-7201 宇都宮市

群馬 群馬県第一食糧株式会社 027-252-1241 前橋市

埼玉 株式会社 ナンブ 048-822-3391 さいたま市

株式会社 イトーセーブ 049-246-7111 川越市

東京 東京山手食糧販売協同組合 03-3301-8053 杉並区

三多摩食糧卸協同組合 042-527-1311 立川市

株式会社 イクタツ 03-3561-5040 江戸川区

東京食糧卸協同組合 03-3981-6735 豊島区

株式会社 ニュー・ノザワ・フーズ 042-393-2316 東村山市

一番保険サービス株式会社 03-5636-1621 千代田区

神奈川 株式会社 ヨコショク 0468-26-1874 横須賀市

株式会社 ミツハシ 045-784-3284 横浜市金沢区

北相米穀株式会社 042-772-7311 相模原市

株式会社 むらせ 046-827-0088 横須賀市

「全米販共済」各地区の取扱窓口のご案内

☆ お取引のある米穀卸売業者などが窓口となっています。
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山梨 峡東食糧協同組合 0553-22-2665 山梨市

長野 ベイクックコーポレーション株式会社 026-222-7500 長野市

飯田米穀株式会社 0265-22-1601 飯田市

新潟 エヌ・ケー・サービス株式会社 025-222-2351 新潟市中央区

富山 株式会社 とやま食販 0764-51-8812 富山市

株式会社 高岡食糧 0766-22-6310 高岡市

高田食糧株式会社 076-441-4361 富山市

福井 福井県米穀株式会社 0776-36-0294 福井市

岐阜 株式会社 ギフライス 058-272-5017 岐阜市

みのライス株式会社 0574-25-2158 土岐市

高山米穀協業組合 0577-32-3100 高山市

静岡 東海食糧株式会社 0559-79-7111 函南町

沼津米穀卸株式会社 055-988-7771 長泉町

富士米穀卸株式会社 0545-52-3045 富士市

静鉄保険サービス株式会社 054-653-5007 静岡市

株式会社 遠州米穀 0538-38-5321 磐田市

浜松米穀株式会社 053-478-2290 浜松市

愛知 株式会社 名古屋食糧 052-581-8104 名古屋市中区

東三河食糧株式会社 0532-52-8168 豊橋市

西三河食糧株式会社 0564-22-3651 岡崎市

三重 株式会社 ミエライス 059-256-0311 津市

伊勢米穀企業組合 0596-25-4157 伊勢市

大阪 株式会社 大阪第一食糧 06-6567-2681 大阪市浪速区

津田物産株式会社 06-6961-5751 大阪市鶴見区

兵庫 株式会社 ヒョウベイ 078-652-6336 神戸市兵庫区

株式会社 トウバン 079-495-7001 神戸市兵庫区

西播米穀株式会社 0792-98-7700 姫路市

阪神米穀株式会社 0798-26-0221 西宮市

淡路米穀株式会社 0799-32-1205 洲本市

但馬米穀株式会社 0796-22-2131 豊岡市

伊丹産業保険事務株式会社 072-778-6005 伊丹市

奈良 奈良第一食糧株式会社 0742-62-3131 奈良市

南都食糧株式会社 0747-52-1516 大淀町

近畿食糧株式会社 0745-52-3484 大和高田市

和歌山 和歌山米穀株式会社 0734-32-1133 和歌山市

鳥取 株式会社 鳥取県食 0858-28-3811 倉吉市

島根 島根米穀株式会社 0852-66-7100 松江市

岡山 中央食糧株式会社 086-231-2361 岡山市

広島 広島食糧協同組合（食協株式会社） 082-264-1311 広島市

広島県東部食糧協同組合 0848-20-3030 尾道市

株式会社 糧配 0823-23-1234 呉市

山口 山口県食糧株式会社 0839-22-1110 山口市
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徳島 徳島県食糧卸協同組合 0883-63-6015 つるぎ町

香川 香川県食糧事業協同組合 087-851-0571 高松市

愛媛 愛媛県食糧卸商連合会 090-4508-8818 松山市

高知 高知ケンベイ株式会社 088-804-1311 高知市

福岡 福岡県食糧販売協同組合連合会 0942-41-3212 久留米市

株式会社 とうべい 092-611-1461 福岡市東区

佐賀 佐賀県食糧株式会社 0952-30-9111 佐賀市

株式会社 JA食糧さが 0952-76-3012 唐津市

長崎 島原食糧販売株式会社 0957-62-2214 島原市

株式会社 サンフリード 095-813-8780 長崎市

熊本 株式会社 アグリック 096-324-3261 熊本市

八代食糧株式会社 0965-35-7171 八代市

人吉食糧株式会社 0966-22-3857 人吉市

天草食糧株式会社 0969-22-2125 天草市

株式会社 九州むらせ 096-325-1388 熊本市

大分 大分県主食卸協同組合 0977-23-7486 別府市

宮崎 株式会社 ミヤベイ直販 0985-72-1500 宮崎市

みやざきライス卸協同組合 0986-23-4079 都城市

西諸米穀商協同組合 0984-23-3155 小林市

鹿児島 鹿児島米商株式会社 099-269-1331 鹿児島市

沖縄 沖縄食糧株式会社 098-878-6372 浦添市

第一食糧株式会社 098-862-2001 那覇市

その他地域 全国米穀販売事業共済協同組合（全米販）　 0120-229-579 東京都中央区


