賛助会員入会のご案内
公益社団法人新潟県栄養士会は、県民の健康増進、疾病予防及び生活の質の向上に寄与する
ことを目標とし、保健・医療・福祉及び教育等の分野において、食と健康を目指す職能団体です。
本会の活動をご理解、ご支援くださる個人または団体・企業様に賛助会員としてご入会いた
だきたくご案内申し上げます。
健康な社会作りのため、それを業とする管理栄養士・栄養士の育成のためにも、ぜひご支援、
ご協力を賜りたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。

入会のメリット
♪展示
本会主催の研修会等で商品展示ブースを優先的に設けて商品ＰＲをすることができます。
♪機関誌「栄養新潟」を配付します。
機関誌「栄養新潟」には、無料で賛助会員名簿を掲載します。機関誌は新潟県栄養士会
の全会員に配付しますので、取扱商品や業務内容を紹介することができます。
広告掲載も有料枠でご用意しています。
♪ホームページ
賛助会員名簿を掲載いたします。
また、トップページの広告バナーにご指定のデザインバナーとＵＲＬを有料で掲載いた
します。企業ＰＲや主力商品のＰＲなどに是非ご活用ください。
ご希望の場合は、「広告バナー募集要項」をご覧いただき、「広告バナー掲載申込書」に
必要事項をご記入のうえ当会までお送りください。
広告バナー募集要項 広告バナー掲載申込書
♪名義使用
研修会の共催や後援などで新潟県栄養士会の名義を使用することができます。
使用の際は申請してください。

入 会 方 法
◇「賛助会員入会申込書（兼承認申請書）
」に所定事項を記入し、団体・企業様の場合は
会社概要を添えて下記の「申込先」までお送りください。
賛助会員入会申込書
（兼承認申請書）

◇理事会の承認を得ることで入会していただけます。
◇入会決定後に入会費と年会費をお支払ください。
入会費 3,000 円
年会費 30,000 円（毎年 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日）
◇申込先
公益社団法人 新潟県栄養士会 事務局
〒950-8052

新潟県新潟市中央区下大川前通 4 ノ町 2230 番地
エスカイア大川前プラザ 108 号
TEL:025(224)5966

FAX:025(224)0510

Mail: n.eiyou@axel.ocn.ne.jp

賛助会員名簿
社

名

1 ㈱タケショー
レシピ計画事業部

〒住所
〒950-3122
新潟市北区西名目所5503番地1

電話

主

な

取

扱

商

品

025-278-2016 とろみ剤、ゲル化剤、栄養補助食品、やわらか食品、水
分補給食品等の介護食・療養食品

味の素㈱
2 東京支社 営業企画グループ
広報・普及チーム

〒108-0074
東京都港区高輪4丁目10番8号
京急第7ビル5F

キユーピー㈱
3 関東支店新潟営業所

〒950-0923
新潟市中央区姥ケ山1-4-3

4 新潟中央ヤクルト販売㈱

〒950-2032
新潟市西区的場流通1-3-1

025-268-8960 乳製品乳酸菌飲料、清涼飲料、食品、化粧品

5 新発田ヤクルト販売㈱

〒957-0018
新発田市緑町1-14-17

0254-26-8960

同上

6 上越ヤクルト販売㈱

〒943-0804
上越市新光町3-17-3

025-543-8960

同上

7 ㈱カンダ

〒950-0925
新潟市中央区弁天橋通1-5-6

025-286-0161 介護食、冷凍食品、缶詰、調味料、乾物、その他

ホリカフーズ㈱
8 ライフケア部

〒949-7411
魚沼市大石59-1

025-794-5536 介護食品、治療用特殊食品、災害食品

9 ㈱荻谷商店

〒943-0817
上越市藤巻6-41

10 三信化工㈱北関東営業所

〒331-0812
さいたま市北区宮原町
3-306-1第2坂本ビル9F

〒950-8732
11 大塚製薬㈱大宮支店新潟出張所
新潟市中央区上近江2-19-14
ニュートラシューティカルズ事業部

03-5798-8625 うま味・風味・中華合わせ調味料、スープ、マヨネー
ズ、甘味料、アミノ酸サプリメントの製造販売
025-286-8181 マヨネーズソースなどソース類の製造販売
各種瓶缶詰食料品など各種食料品の製造販売

025-522-1161 給食用食品、冷凍食品、業務用食材、製菓原料、学校給
食用洗剤、殺菌剤等の販売
048-666-7077 メラミン、強化磁器、ほっと倶楽部、保温食器、ユニ
バーサル食器、トレイ、箸、食器カゴ
025-285-2161 ポカリスエット、カロリーメイト、
SOYJOY、ボディメンテ など

〒350-0214
埼玉県坂戸市千代田5-4-30

049-284-3311 ふりかけ、混ぜごはんの素、調味みそ他

〒381-0045
長野市桐原1-2-12

026-243-1115 食器の総合メーカー

〒951-8633
新潟市中央区上大川前通5番町84

025-321-5199 電気供給業

15 朝日酒造㈱

〒949-5494
長岡市朝日880-1

0258-92-3181 日本酒

16 ㈱エスエフシー新潟

〒950-0963
新潟市中央区南出来島1-10-21

025-282-2233 医療機関・介護施設向け栄養管理システム

㈱明治 関東支社
17 栄養営業二部 営業五課

〒950-0141
新潟市江南区亀田工業団地2-1-37

㈱岩崎
18 新潟営業所

〒950-1234
新潟市南区根岸1778-1

025-362-2331 栄養指導用フードモデル、食育SATシステムの製造販売

19 新潟県蒲鉾組合

〒950-0076
新潟市中央区沼垂西1-4-18
カスターノビル2F

025-241-3805 練り製品等製造する県内１２社で構成する団体。
食品衛生、安全、安心な製品供給の研鑽を図る。

20 長谷川化学工業㈱営業部

〒276-0022
千葉県八千代市上高野1384-5

047-482-1001 まな板・包丁・スパテラ等の調理用品

12 三島食品㈱

関東支店

13 信濃化学工業㈱

14 東北電力㈱ 新潟支店
法人営業グループ

025-382-1056 菓子・乳製品・健康栄養食品・嚥下補助食品などの製造
販売

社

名

〒住所

㈱ブルボン
21 健康科学研究所

〒945-8611
柏崎市駅前１丁目３番１号

日清オイリオグループ㈱
22 ウェルネス食品営業部

〒104-8285
東京都中央区新川1丁目23番１号

カゴメ㈱
23 東京支社関東支店営業三課

〒330-6019
さいたま市中央区新都心11-2（明治安
田生命さいたま新都心ビル19F）

24 朝日化工㈱

〒185-0032
東京都国分寺市日吉町3-23-6

東京営業所

電話

主

な

取

扱

商

品

0257-23-5128 菓子（ビスケット・米菓・スナック・チョコレート・
キャンディー・デザート）、飲料、食品の製造販売
03-3206-5636 中鎖脂肪酸油関連商品、トロミ調整食品、ゼリー調整食
品等
048-600-2681 調味食品、保存食品、飲料、その他の食品,種苗、青果
物
MelamineWare
042-843-0531 KIDSMATE・Mannen
KYU-CERA・おかるのキモチ

25 ㈱新潟クリーンエイド

〒950-2031
新潟市西区流通センター4-3-7

26 日東ベスト㈱
関信越支店

〒370-0069
群馬県高崎市飯塚町404-1
フェディア1Ｆ

27 ㈱スノエ

〒940-2127
長岡市新産2丁目11番地8

28 ㈱おぎそ

〒509-5401
岐阜県土岐市駄知町1468

0572-59-8639 リサイクル強化磁器食器、一般陶磁器など

29 ㈱エヌ・シー・エス
ソリューション営業部

〒950-0075
新潟市中央区沼垂東
2丁目11番21号

025-244-2105 栄養ケア、電子カルテ、医事、介護

30 亀田製菓㈱
お米研究所

〒950-0198
新潟市江南区亀田工業団地
3丁目1番1号

025-382-8879 菓子（米菓、スナック）、米飯、おかゆ、健康食品等

〒950-2022
新潟市西区小針1丁目11-8

31 ㈱ハイングラフ
営業部

〒949-7112
南魚沼市長森1051

32 八海醸造㈱
総務課
33 ㈱猪貝

〒940-2127
長岡市新産2-13-10

34 伊那食品工業㈱長野営業所

〒399-4498
長野県伊那市西春近5074

35 ㈱ライフプロモート

〒950-0801
新潟市東区津島屋6-99-1

特販事業部

025-269-1501 業務用各種洗浄剤、除菌剤、衛生関連用品、
衛生管理システムサポート等
027-370-8500 冷凍食品
0258-46-4650 病院、高齢者福祉施設様向けに、安全でおいしい食生活
をサポートしています。

各種システム販売：栄養給食、栄養指導、

025-233-0321 チラシ・ＤＭ・ポスター・カタログ・名刺・伝票・会社
案内・報告書 等
025-775-3121 清酒「八海山」、麹だけでつくったあまさけ、
梅酒、焼酎、ライディーンビール など
0258-46-6888 こんにゃく、えご、ところてん、もずく
0265-78-1121 寒天を中心とした天然糊料、
業務内・家庭用製品の製造販売
025-279-0700 減塩調味料（和風だし・コンソメ・中華だし・野菜ブイ
ヨン・鶏ガラ・ケチャップ・ソース）

〒950-0943
新潟市中央区女池神明3-13-2

025-283-2022 羽毛製品、ムートン製品、その他

37 一正蒲鉾㈱
商品開発部

〒950-8735
新潟市東区津島屋7丁目77番地

025-270-7119 水産練製品、惣菜、きのこ（主に舞茸）、その他

38 ㈱堀川

〒957-0196
北蒲原郡聖籠町位守町160-19

025-256-4321 水産ねり製品、玉子とうふ、茶わんむし 等

39 特定非営利活動法人
新潟県消費者協会

〒950-0994
新潟市中央区上所2丁目2番2号
新潟ユニゾンプラザ1階

025-281-5558 講演会・研修会等の開催、消費実態・動向の調査、使用
テスト・試買テストの実施

40 公益財団法人

〒950-1101
新潟市西区山田2310番地21

36 東洋羽毛北信越販売㈱

新潟営業所

新潟県学校給食会

41 株式会社 ホームナース

〒732-0052
広島市東区光町2丁目7番-401号

025-267-4126 学校給食用物資（冷凍食品、乾物、缶詰、生鮮野菜、衛
生管理商品他）
082-567-2020 特定保健指導、糖尿病リスク者向け保健指導
前期高齢者訪問相談

社

名

42 アボットジャパン株式会社

43 High-Pressure Support 株式会社

44 マクロビオスジャパン株式会社

〒住所
〒330-0802
さいたま市大宮区宮町4丁目129番地
大栄ツインビルＮ館３階

主

な

取

扱

商

品

0120-964-930 医薬品経腸栄養剤や濃厚流動食
（グルセルナＲＥＸなど）の製造販売

〒106-0044
港区東麻布1-5-5
越後製菓ビル3F

03-6435-5372 包装米飯を中心とした高圧食品の製造・販売
食品加工用高圧処理装置・設備の製造・販売・保守管理

〒103-0022
中央区日本橋室町1-10-10

03-3527-9119 ソフトウエアの設計開発及び販売
栄養管理システム「マクロビオス」設計・開発他

45 株式会社ナリコマエンタープライズ 〒474-0057
愛知県大府市共和町西流レ81-1

46 株式会社シニアライフクリエイト

電話

〒108-0073
東京都港区三田12番14号
ニッテン三田ビル6F

0562-77-9811 高齢者施設の厨房業務受託・食品販売サービス他
03-5427-3982 高齢者専門宅配弁当フランチャイズ本部・高齢者施設向食材
卸 事業・高齢者向コミュニティサロンフランチャイズ本部運営

