
No. 荷　受　組　合 組　合　長 所　在　地 電　話

1
 雪　　印
　　千葉県飼料荷受組合

伊　藤　富　治

 〒261-0002
　千葉市美浜区新港 7-1
　雪印種苗（株）東京統括支店　関東支店
　南関東営業所

043-241-0201

2
 兼松アグリテック
　　千葉県飼料荷受組合

実　川　治　徳

 〒270-0034
　千葉県松戸市新松戸 2-8
　石井ビル４F兼松アグリテック（株）飼料
 　畜産部

047-309-3282

3
 昭　和
　　千葉県飼料荷受組合

衣　鳩　享　市

 〒101-8521
　東京都千代田区内神田 2-2-1
　鎌倉河岸ビル
　昭和産業（株）飼料畜産部内

03-3257-2941

4
 ﾌｨｰﾄﾞ・ﾜﾝ
　　千葉県飼料荷受組合 横　田　義　弘

 〒314-0103
　茨城県神栖市東深芝2-6
　フィード・ワン(株）飼料事業本部
　関東支店内

0299-91-1520

5
 明治飼糧
　　千葉県飼料荷受組合

奥　澤　捷　貴
 〒290-0054
　市原市五井中央東 2-24-1
  明治飼糧(株）南関東支店内

0436-21-0305

6
 ノーサン
　　千葉県飼料荷受組合

馬　木　尚　之

 〒220-8146
　神奈川県横浜市西区みなとみらい
　２－２－１　ランドマークタワー　４６階
　日本農産工業（株）関東支店内

045-224-3767

7
 伊藤忠
　　千葉県飼料荷受組合

鈴　木　誠　二

 〒136-8511
　東京都江東区亀戸 2-35-13
　新永ビル8階
　伊藤忠飼料（株）関東支店内

03-5626-0601

8
 清水港飼料
　　千葉県飼料荷受組合

　山　岸　千 芳

 〒273-0005
　船橋市本町2-10-14
　船橋サウスビル８階
　清水港飼料(株）　関東支社内

0474-31-1246

9
 豊橋飼料株式会社
　　千葉県飼料荷受組合

久　島　直　樹
 〒290-0067
　 市原市八幡海岸 44
　豊橋飼料（株）千葉工場内

0436-41-3161

10
 マルナカ
　千葉県飼料荷受組合

芳　野　善　一
 〒314-0103
　茨城県神栖市東深芝 2-4
　中部飼料（株）鹿島工場内

0299-92-5557

11
 日清丸紅
　千葉県飼料荷受組合

松ケ谷　　　裕
 〒314-0103
　茨城県神栖市東深芝 2-5
　日清丸紅飼料（株）関東支店

0299-92-4981

12
 オールインワン
　千葉県飼料荷受組合

茂　木　比呂志

 〒336-0926
　さいたま市緑区東浦和 7-32-18
　東浦和春栄マンション 204
　（株）オールインワン関東支店内

048-810-5172

13
 ホーネン
　千葉県飼料荷受組合

　佐　粧　　　智
 〒296-0121
　鴨川市大川面 1009-1
　豊産商事（株）鴨川営業所内

04-7097-1451

会　員　名　簿
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No. 名　　　　称 代　表　者 所　在　地 電　話

14
 雪印種苗(株）
　　東京統括支店

椋　代　訓　弘
 〒261-0002
　千葉市美浜区新港 7-1

043-241-0201

15  兼松アグリテック(株） 西　條　泰　弘

 〒270-0034
　千葉県松戸市新松戸 2-8
　石井ビル４F兼松アグリテック（株）飼料
　 畜産部

047-309-3282

16  昭和産業(株） 阿部　　健太郎
 〒101-8521
　東京都千代田区内神田 2-2-1
　鎌倉河岸ビル

03-3257-2941

17 ﾌｨｰﾄ・ﾞﾜﾝ（株）関東支店 柴　本　幹　也
 〒314-0103
　茨城県神栖市東深芝２－６ 0299-91-1520

18
 明治飼糧（株）
　　関東支店千葉営業所

仲　　内　　　透
 〒290-0054
　市原市五井中央東 2-24-1

0436-21-0305

19
 日本農産工業（株）
　　関東支店

小　島　　　大

 〒220-8146
　神奈川県横浜市西区みなとみらい
　２－２－１　ランドマークタワー　４６階
　日本農産工業（株）関東支店内

045-224-3767

20
 伊藤忠飼料(株）
　　関東支店

長谷川　賢治
 〒136-8511
  東京都江東区亀戸 2-35-13
  新永ビル8階

03-5626-0601

21
 清水港飼料(株）
　　関東支社

杉　山　知　行
 〒273-0005
　船橋市本町2-10-14
　船橋サウスビル８階

0474-31-1246

22
 豊橋飼料（株）
　　千葉工場

久　島　直　樹
 〒290-0067
  市原市八幡海岸 44

0436-41-3161

23
 中部飼料（株）
　　鹿島工場

全　屋　和　夫
 〒314-0103
　茨城県神栖市東深芝 2-4

0299-92-5557

24
 日清丸紅飼料（株）
　　関東支店

澁　谷　辰　也
 〒314-0103
　茨城県神栖市東深芝 2-5

0299-92-4981

25
 （株）オールインワン
　　関東支店

　　原　　　正　宏
 〒336-0926
　さいたま市緑区東浦和 7-32-18
  東浦和春栄マンション 204

048-810-5172

26  (株）J－オイルミルズ 　　坪　田　勇　文
 〒104-0044
  東京都中央区明石町8-1
  聖路加タワー油糧事業部

03-5148-7133

会　員　名　簿
                                             （令和元年5月21日現在)

　２．配合飼料メーカー（13）
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　３．特約店（13）

No. 名　　　　称 代　表　者 所　在　地 電　話 備　考

27  東金酪農農業協同組合 伊　藤　富　治
 〒283-0041
　東金市広瀬 471

0475-58-5651 雪　印

28  (株）井上本店 井　上　順　司
 〒289-2143
　匝瑳市八日市場ロの247

0479-73-2345 兼　松

29  ユアサ・フナショク(株） 須河内　秀実
 〒273-8551
 船橋市宮本 4-18-6

047-433-1211 昭　和

30
 
 関東ノーサン商事（株） 原　田　延　行

 〒300-0844
　土浦市乙戸町 35

0298-41-3708 ノーサン

31  （資）大竹清介商店 大　竹　由　城
 〒287-0003
　香取市佐原イの1944

0478-52-4195 フィード・ワン

32  （株）樗　澤 飯　塚　太　一
 〒183-0035
　東京都府中市四谷 4-7-16

042-362-6511 伊藤忠

33  (株）林商店 林　　   寛　康
 〒289-0612
　香取郡東庄町石出 1585

0478-86-1030 清水港

34  (株）小川商店 小　川　光　司
 〒289-2613
　旭市後草 1345

0479-55-2715 豊　橋

35  （株）原　　徳 原　野　正　躬
 〒289-0313
　 香取市小見川 761

0478-82-2712 マルナカ

36
 山一飼料（株）
    千葉営業所

植　松　   　一
 〒285-0072
　佐倉市岩富町本宿 378-1

043-498-0971

37
 木村農産商事（株）
　　東総営業所

千本松  靖 夫
 〒289-2505
　旭市鎌数 8307-4

0479-64-2021 日清丸紅

38
 豊産商事（株）
    鴨川営業所

　相　原　茂　吉
 〒296-0121
　鴨川市大川面 1009-1

04-7097-1451 ホーネン

39 長生酪農農業協同組合 　宮　崎　　   等
 〒299-4301
　長生郡一宮町一宮4356-2

0475-42-3707 明治飼糧

会　員　名　簿
（令和元年5月21日現在)
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