
あ行（38社）

秋田包装㈱ 栃木県 泉商事㈱ 新潟県 ㈱遠興 静岡県

㈱アサヒ 熊本県 ㈱伊東商会 鹿児島県 遠藤商事㈱ 新潟県

旭食品㈱名古屋支店 愛知県 伊藤忠リーテイルリンク㈱ 東京都 ㈱オカベ 東京都

朝日食品容器㈱ 広島県 ㈱岩正 埼玉県 ㈱岡村 東京都

㈱旭創業 大阪府 ㈱エコルにぶや 福岡県 岡山食品容器㈱ 岡山県

㈱アヅマヤ 東京都 エフピコイシダ㈱ 広島県 オザックス㈱ 大阪府

㈱アドバンス 大阪府 エフピコインターパック㈱ 千葉県 おぜき包装㈱ 大阪府

㈱アペックス 福岡県 エフピコ商事㈱ 広島県 ㈱折勝 埼玉県

㈱アルク 東京都 エフピコみやこひも㈱ 東京都 ㈱折兼 愛知県

アロン・トレーディング㈱ 東京都 エフビーエス㈱ 埼玉県 ㈱折兼協トレ 埼玉県

㈱いけはた 群馬県 江部松商事㈱ 新潟県 ㈲折協市場店 長野県

㈱石本 東京都 ㈱エムエイティ 東京都 折武㈱ 愛知県

エリエールビジネスサポート㈱ 東京都 ㈱オリマツ 神奈川県

か行（10社）

㈱カネヤ包装 埼玉県 ㈱キラックス 愛知県 光陽商事㈱ 大阪府

㈱紙小津産業 三重県 金印物産㈱ 愛知県 ㈱コパックス 広島県

㈱川和 千葉県 熊本包装資材㈱ 熊本県

㈱カンダ 新潟県 ㈱高速 宮城県

さ行（23社）

幸商事㈱ 東京都 ㈱シモジマ 東京都 ㈱誠文社 秋田県

㈱サクラダ 青森県 昭栄産業㈱ 大阪府 ㈱関口商事 神奈川県

㈱サトカタ 群馬県 ㈱尚美堂 大阪府 積水マテリアルソリューションズ㈱ 東京都

㈱三紘 神奈川県 ㈱正和ベッセル 石川県 双日プラネット㈱ 東京都

サンナップ㈱ 東京都 ㈱シンギ 広島県 ㈱曽根物産 兵庫県

サンライズ㈱ 千葉県 新日本ケミカル・オーナメント工業㈱ 大阪府

㈱Ｇ．Ｒ．Ｓ． 愛知県 ㈱スパック 富山県

㈱静岡産業社 静岡県 ㈱スミダパッケージ 東京都

㈱七宝商事 石川県 ㈱青雲クラウン 愛知県

た行（13社）

㈱ダイコク 京都府 ㈱タカハシ包装センター 島根県 ㈱タミヤ 大阪府

大黒工業㈱ 愛媛県 ㈱タカミ包装用品 埼玉県 ㈲中央商事 鹿児島県

大丸㈱ 北海道 タツミ産業㈱ 東京都 十勝包装資材㈱ 北海道

大丸興業㈱ 大阪府 ㈱タニモト 香川県 ㈱トップ・イン 広島県
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※卸売業／商社（非公開3社含む）：127社

http://www.izumi-shouji.co.jp/
http://enkoh.co.jp/
http://www.endoshoji.co.jp/
http://www.okabe-kk.co.jp/
http://www.asahi-so.co.jp/
http://www.ozax.co.jp/
http://www.ozeki-housou.jp/
http://www.e-apex.co.jp/
http://www.orikane.co.jp/
http://www.e-ikehata.co.jp/
http://www.ebematsu.co.jp/
http://www.oritake.co.jp/
http://www.elleair-bs.co.jp/
http://www.orimatsu.co.jp/
http://www.kirashiko.co.jp/
http://www.kamioz.co.jp/
http://www.kinjirushi.co.jp/
http://www.kawawa-web.com/
http://www.kankuma.co.jp/
http://www.kohsoku.com/
http://www.saiwai.co.jp/
http://www.seibunsha.co.jp/
http://www.4189.co.jp/
http://www.shobido-f.com/
http://www.sojitz-planet.com/
http://www.sunnap.co.jp/
http://www.shingi.co.jp/
http://www.sncom.jp/
http://www.spac-package.co.jp/
http://www.sizsan.co.jp/
http://www.ishida.co.jp/shichiho/
http://www.seiun-crown.co.jp/
http://www.takahashi-hc.co.jp/
http://www.tamiya-p.com/
http://daikoku-com.jp/
http://www.daimaru-inc.com/
http://www.tatsumi-net.co.jp/
http://www.daimarukogyo.co.jp/
http://www.kk-tanimoto.co.jp/


㈱田井屋 石川県

な行（6社）

㈱中島商店 石川県 ㈱新村 長野県 ニッパ㈱ 富山県

㈱ナショナルパック 東京都 日幸商事㈱ 愛知県 ㈱ニューパック住友 愛媛県

は行（16社）

㈱林商事 岐阜県 ㈱藤井商店 東京都 ㈱北辰包材 千葉県

㈲ハローパック 福岡県 富士工業㈱ 大阪府 ホクト㈱ 長野県

日野出㈱ 福岡県 二葉商事㈱ 栃木県 北陸デラップス㈱ 福井県

平松エンタープライズ㈱ 岡山県 ㈱ブンシジャパン 山口県 ホリアキ㈱ 大阪府

廣川ホールディングス㈱ 大阪府 ㈱紅屋袋店 京都府

㈱福井亀之助商店 広島県 ㈱ベルグリーンワイズ 愛知県

ま行（15社）

㈱前橋包装 群馬県 ㈱マツレン 福岡県 三菱商事パッケージング㈱ 東京都

㈱牧野製袋 静岡県 ㈱丸信 福岡県 三菱製紙販売㈱ 東京都

㈱マスキ 兵庫県 水野産業㈱ 東京都 ㈱ミヤパック 栃木県

松永産業㈱ 大阪府 三井食品㈱ 愛知県 武蔵野産業㈱ 東京都

㈱松幸産業 沖縄県 ㈱三橋商事 神奈川県 ㈱モリモト 和歌山県

や行（2社） 　　

ユータック㈱ 愛知県 ㈱ヨネヤマ 神奈川県

ら行（1社）

リコーソリューションズ中央㈱ 東京都

http://www.taiya-jp.com/
http://www.nippa-co.jp/
http://www.n-pack2.co.jp/
http://www.fkknet.co.jp/
http://www.hokto-kinoko.co.jp/
http://www.hiramatsu-ep.co.jp/
http://www.bunshi.co.jp/
http://www.horiaki.co.jp/
http://www.hirokawa.co.jp/
http://www.beniya296.com/
http://bellegreenwise.co.jp/
http://www.mcpackaging.co.jp/
http://www.the-msk.co.jp/
http://www.mizunosangyo.co.jp/
http://www.e-msk.net/
https://www.musashino-sg.com/index.html
http://www.u-tac.jp/
http://www.foodware.jp/
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