平成21年度「協働の着眼点」活用方策研究会・分科会
企業行動の情報発信研究会
本研究会
株式会社 アイ・エス・レーティング
味の素株式会社
イオン株式会社
池島フーズ株式会社
株式会社 伊藤園
伊藤ハム株式会社
株式会社 イトーヨーカ堂
NTTレゾナント株式会社

花王株式会社
カゴメ株式会社
日本フレッシュフーズ協同組合
キッコーマン株式会社
キユーピー株式会社
生活協同組合連合会 コープネット事業連合
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
株式会社 産經新聞メディックス
サントリーホールディングス株式会社
株式会社J－オイルミルズ
社団法人 消費者関連専門家会議
株式会社 高島屋
株式会社 ちぼり
株式会社 東急ストア
東京サラヤ株式会社
東洋冷蔵株式会社
株式会社 虎屋
株式会社 ニチレイフーズ
株式会社 日清製粉グループ本社
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
日本生活協同組合連合会
日本たばこ産業株式会社
ハウス食品株式会社
株式会社 フードゲート・ネットワークス
株式会社 まつおか
みたけ食品工業株式会社
ミツイワ株式会社
株式会社 ミツカングループ本社
三菱商事株式会社
明治乳業株式会社
森永乳業株式会社
株式会社 山武
生活協同組合連合会 ユーコープ事業連合
株式会社 菱食
わらべや日洋株式会社
計 43企業/団体

登録企業／団体リスト ①
※平成22年3月11日現在 五十音順

失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会
株式会社 アイ・エス・レーティング
伊藤ハム株式会社
花王株式会社
キユーピー株式会社
生活協同組合連合会 コープネット事業連合
株式会社 Ｊ－オイルミルズ
株式会社 高島屋
株式会社 東急ストア
東京サラヤ株式会社
株式会社 ニチレイフーズ
株式会社 日清製粉グループ本社
ハウス食品株式会社
ミツイワ株式会社
株式会社 ミツカングループ本社
三菱商事株式会社
生活協同組合連合会 ユーコープ事業連合
わらべや日洋株式会社
計 17企業/団体

マスメディアとの意見交換のあり方分科会
味の素株式会社
伊藤ハム株式会社
花王株式会社
カゴメ株式会社
キユーピー株式会社
生活協同組合連合会 コープネット事業連合
株式会社 産經新聞メディックス
東京サラヤ株式会社
日本生活協同組合連合会
ハウス食品株式会社
株式会社 まつおか
三菱商事株式会社
明治乳業株式会社
株式会社 山武
生活協同組合連合会 ユーコープ事業連合
計 15企業/団体

消費者との対話のあり方分科会
味の素株式会社
イオン株式会社
伊藤ハム株式会社
株式会社 イトーヨーカ堂
花王株式会社
カゴメ株式会社
キユーピー株式会社
生活協同組合連合会 コープネット事業連合

株式会社 産經新聞メディックス
社団法人 消費者関連専門家会議
東京サラヤ株式会社
株式会社虎屋
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
日本生活協同組合連合会
日本たばこ産業株式会社
日本フレッシュフーズ協同組合
ハウス食品株式会社
株式会社 フードゲート・ネットワークス
株式会社 ミツカングループ本社
明治乳業株式会社
株式会社 山武
生活協同組合連合会 ユーコープ事業連合
わらべや日洋株式会社
計 23企業/団体

平成21年度「協働の着眼点」活用方策研究会・分科会
アセスメントの効率化研究会
本研究会
株式会社 アイ・エス・レーティング
味の素株式会社
イオン株式会社
池豊株式会社
株式会社 伊藤園
株式会社 イトーヨーカ堂
株式会社 内田洋行
SGSジャパン株式会社
海外貨物検査株式会社
花王株式会社
カゴメ株式会社
株式会社ワークスソリューションズ
京セラミタジャパン株式会社
清田産業株式会社
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
NPO法人 サニテーション・デザイナー協会
株式会社 産經新聞メディックス
サントリーホールディングス株式会社
敷島製パン株式会社
株式会社 シジシージャパン
株式会社 消費経済研究所
太陽化学株式会社
株式会社 高島屋
株式会社 竹中工務店
株式会社 ちぼり
テュフラインランドジャパン株式会社
株式会社 東急ストア
東京海上日動火災保険株式会社
東京サラヤ株式会社
東洋冷蔵株式会社
株式会社 ニチレイフーズ

登録企業／団体リスト ②
※平成22年3月11日現在 五十音順

日清オイリオグループ株式会社
株式会社 日清製粉グループ本社
株式会社 日本アクセス
日本検査キューエイ株式会社
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
財団法人 日本食品分析センター
日本たばこ産業株式会社
社団法人 日本能率協会
日本百貨店協会
日本マクドナルド株式会社
ハウス食品株式会社
株式会社 阪急クオリティーサポート
株式会社 ファイネット
株式会社 ファミリーマート
物産フードサイエンス株式会社
株式会社 ホンダトレーディング
株式会社 マルハニチロホールディングス
株式会社 みずほコーポレート銀行
みたけ食品工業株式会社
ミツイワ株式会社
株式会社 ミツカン
株式会社 ミツカンサンミ
三菱化学メディエンス株式会社
三菱商事株式会社
明治乳業株式会社
株式会社 山武
横浜商科大学地域産業研究所
株式会社 菱食
株式会社 ローソン
わらべや日洋株式会社
計 61企業/団体

平成21年度「協働の着眼点」活用方策研究会・分科会
アセスメントの効率化研究会

登録企業／団体リスト ③
※平成22年3月11日現在 五十音順

工場監査項目の標準化・共有化分科会
株式会社 アイ・エス・レーティング
味の素株式会社
イオン株式会社
株式会社 イトーヨーカ堂
カゴメ株式会社
京セラミタジャパン株式会社
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
NPO法人 サニテーション・デザイナー協会
サントリーホールディングス株式会社
敷島製パン株式会社
株式会社 シジシージャパン
株式会社 消費経済研究所
太陽化学株式会社
株式会社 竹中工務店
株式会社 ちぼり
株式会社 東急ストア
東京サラヤ株式会社
東洋冷蔵株式会社
株式会社 ニチレイフーズ
日清オイリオグループ株式会社
株式会社 日清製粉グループ本社
株式会社 日本アクセス
日本検査キューエイ株式会社
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
財団法人 日本食品分析センター
社団法人 日本能率協会
日本マクドナルド株式会社
ハウス食品株式会社
株式会社 阪急クオリティーサポート
株式会社 ファミリーマート
株式会社 ホンダトレーディング
株式会社 マルハニチロホールディングス
みたけ食品工業株式会社
ミツイワ株式会社
株式会社 ミツカンサンミ
三菱化学メディエンス株式会社
三菱商事株式会社
明治乳業株式会社
株式会社 山武
株式会社 菱食
株式会社 ローソン
わらべや日洋株式会社
計 42企業/団体

フードコミュニケーション（FC）
倫理行動マネジメント規格策定分科会

横浜商科大学 地域産業研究所
株式会社 アイ・エス・レーティング
味の素株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
社団法人 日本能率協会
三菱商事株式会社
計 6企業/団体

商品情報の効率的なやりとり検討分科会
味の素株式会社
イオン株式会社
株式会社 伊藤園
株式会社 内田洋行
花王株式会社
カゴメ株式会社
株式会社 ワークスソリューションズ
清田産業株式会社
株式会社 シジシージャパン
太陽化学株式会社
株式会社 高島屋
テュフラインランドジャパン株式会社
東京サラヤ株式会社
東洋冷蔵株式会社
株式会社 ニチレイフーズ
日清オイリオグループ株式会社
株式会社 日清製粉グループ本社
株式会社 日本アクセス
日本たばこ産業株式会社
社団法人 日本能率協会
株式会社 ファイネット
株式会社 ファミリーマート
物産フードサイエンス株式会社
ミツイワ株式会社
株式会社 ミツカン
三菱化学メディエンス株式会社
三菱商事株式会社
明治乳業株式会社
株式会社 山武
株式会社 ローソン
計 30企業/団体

平成21年度「協働の着眼点」活用方策研究会・分科会
地域活性化研究会

登録企業／団体リスト ④
※平成22年3月11日現在 五十音順

本研究会
株式会社 アイ・エス・レーティング
株式会社 アイティ総研
一神商事株式会社
株式会社 イトーヨーカ堂
岩手県
株式会社 うぶすな
株式会社 愛媛銀行
愛媛県
株式会社 ぐるなび
株式会社 京王百貨店
有限会社 ケンプランニングオフィス
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
株式会社 産經新聞メディックス
滋賀県
株式会社 静岡銀行
株式会社 消費経済研究所
信金中央金庫
ＳＧＳジャパン株式会社
ダーマ株式会社
株式会社 千葉銀行
株式会社 東急ストア
東京海上日動火災保険株式会社
東京サラヤ株式会社
日本検査キューエイ株式会社
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
社団法人 日本能率協会
日本百貨店協会
株式会社 フードゲート・ネットワークス
株式会社 フードサポート四国
財団法人 北海道科学技術総合振興センター
株式会社 マスヤグループ本社
三重県
みたけ食品工業株式会社
ミツイワ株式会社
三菱商事株式会社
横浜商科大学 地域産業研究所
株式会社 菱食
計 37企業/団体

企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の
活用促進分科会

一神商事株式会社
株式会社 イトーヨーカ堂
株式会社 愛媛銀行
株式会社 ぐるなび
株式会社 京王百貨店
株式会社 産經新聞メディックス
株式会社 静岡銀行
株式会社 消費経済研究所
信金中央金庫
株式会社 千葉銀行
株式会社 東急ストア
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
社団法人日本能率協会
株式会社 フードゲート・ネットワークス
みたけ食品工業株式会社
ミツイワ株式会社
株式会社 菱食
計 17企業/団体

