各都道府県料理（飲食）生活衛生同業組合名簿
北海道料理飲食業生活衛生同業組合
〒064-0804

札幌市中央区南九条西３丁目ﾏｼﾞｿﾝﾊｲﾂ

606号

青森県料理飲食業生活衛生同業組合
〒030-0802

青森市本町2-3-11

百代ﾋﾞﾙ2Ｆ

岩手県料理業生活衛生同業組合
〒020-0023

盛岡市内丸16-15

内丸ﾋﾞﾙ3F-302号室

山形県料理飲食業生活衛生同業組合
〒990-0042

山形市七日町4-6-16

㈱玄味内

宮城県料理業生活衛生同業組合
〒980-0811

仙台市青葉区一番町3-9-5

大観楼内

栃木県料理業生活衛生同業組合
〒320-0051

宇都宮市上戸祭町63-1

かが田内

茨城県料理飲食業生活衛生同業組合
〒310-0063

水戸市五軒町3-1-14

白石ビル2Ｆ

千葉県料理業生活衛生同業組合
〒277-0023

柏市中央2-2-32

吉鳳園方

東京都料理生活衛生同業組合
〒103-0001

中央区日本橋小伝馬町17-14

日本橋Ｓ&Ｓビル4Ｆ（Ｂ）号室

新潟県料理業生活衛生同業組合
〒951-8063

新潟市中央区古町九番町1462

長野県料理業生活衛生同業組合
〒399-8205

安曇郡市豊科4480-12

勇屋会館内

富山県料理業生活衛生同業組合
〒930-0042

富山市泉町1-6-17

石川県料理業生活衛生同業組合
〒920-0906

金沢市十間町23

浅田屋内

福井県料理業生活衛生同業組合
〒915-0076

越前市国府1-11-5

糸屋内

岐阜県料理生活衛生同業組合
〒500-8841

岐阜市高野町2-1

愛知県料理生活衛生同業組合
〒460-0008

名古屋市中区栄4-14-21愛旅連ビル3F

静岡県料理業生活衛生同業組合
〒420-0034

静岡市葵区常盤町3-6-7

三重県料理業生活衛生同業組合
〒510-0087

四日市市西新地3番18号 大正館内

京都府料理生活衛生同業組合
〒604-0951

京都市中京区二条富小路東入晴町673-2

京都料飲国保会館1F

大阪府料理業生活衛生同業組合
〒542-0083

大阪市中央区東心斎橋1-1-10

兵庫県料理業生活衛生同業組合
〒670-0807

姫路市増位本町2-10

BASEI

北姫路303

岡山県料理業生活衛生同業組合
〒700-0807

岡山市北区南方3-8-23

広島県料理業生活衛生同業組合
〒733-0842

広島市西区井口3-19-5 東洋観光㈱内

徳島県料理業生活衛生同業組合
〒770-0923

徳島市大道1-51

ｵﾌｨｽQﾋﾞﾙ4階

福岡県料理業生活衛生同業組合
〒810-0862

福岡市博多区中州中島町4-7

中島ビル401

長崎県料理業生活衛生同業組合
〒850-0026 長崎市古町46

新富内

熊本県料理業生活衛生同業組合
〒861-4101

熊本市南区近見9-1-9

うなぎのとくなが近見店内

佐賀県料理業生活衛生同業組合
〒840-0831

佐賀市松原3-2-37

楊柳亭内

大分県料理業組合連合会
〒875-0000

臼杵市城南九組

喜楽庵内

香港日本料理店協会
香港新界青衣島長達路33號青衣工業中心第一期樓B1室

川越料理店組合
〒350-0057

川越市大手町5-19

ささ川内

（令和元年６月20日現在）
℡ 011-511-8013 理事長 太田英司
FAX 011-511-5013 ＵＲＬ http://www.h-ryouin.com/
℡ 017-776-6007 理事長 浪内進
FAX 017-776-6007 ＵＲＬ
℡ 019-622-3643 理事長 鈴木勇
FAX 019-622-3643 ＵＲＬ http://www.iwate-ryouri.jp/
℡ 023-642-0124 理事長 新関芳則
FAX 023-642-0124 ＵＲＬ
℡ 022-221-7575 理事長 遠藤慎一
FAX 022-222-2241 ＵＲＬ http://www.miyagiryouri.jp/
℡ 028-621-5182 理事長 加賀田修一
FAX 028-621-5182 ＵＲＬ http://tochigi-ryouri.com/
℡ 029-226-1598 理事長 皆川勝之
FAX 029-226-1598 ＵＲＬ http://www.ibarakiryouri-inshoku.com/
℡ 080-2060-1022 理事長 江原邦夫
FAX 03-6369-4390 ＵＲＬ
℡ 03-6661-6342 理事長 三田芳裕
FAX 03-6661-6343 ＵＲＬ http://tokyoryouri.jp/
℡ 025-222-2237 理事長 青木章
FAX 025-223-6116 ＵＲＬ http://www.niigataken-gurumeclub.com/
℡ 0263-72-2020 理事長 古田仁志
FAX 0263-72-9250 ＵＲＬ
℡ 076-471-6013 理事長 川口外幸
FAX 076-471-6014 ＵＲＬ https://ja-jp.facebook.com/toyama.ryorikumiai/
℡ 076-231-2228 理事長 浅田久太
FAX 076-231-2229 ＵＲＬ http://www.kanazawa-ryotei.jp/
℡ 0778-22-0054 理事長 木村裕昌
FAX 0778-22-0454 ＵＲＬ http://fukuiryouri.web.fc2.com/
℡ 058-262-2845 理事長 平井良樹
FAX 058-262-2845 ＵＲＬ http://www.gnavi.co.jp/site/gifu-ryouri/index.html
℡ 052-241-1121 理事長 柴山利彌
FAX 052-241-2289 ＵＲＬ http://www.aichi-ryouri.com/
℡ 054-252-2686 理事長 久保田隆
FAX 054-252-2728 ＵＲＬ http://www.shizuoka-kenryo.org/
℡ 059-335-5399 理事長 小川硬一郎
FAX 059-335-5399 ＵＲＬ
℡ 075-221-5833 理事長 園部平八
FAX 075-252-4639 ＵＲＬ
℡ 06-6271-8493 理事長 津田孝治
FAX 06-6243-2333 ＵＲＬ https://osakaryouri.com/
℡ 0792-22-0309 理事長 栗栖正明
FAX 0792-22-0309 ＵＲＬ
℡ 086-231-4797 理事長 横山昌弘
FAX 086-231-4797 ＵＲＬ https://www.facebook.com/okayamakenryouri/
℡ 082-277-2000 理事長 今井誠則
FAX 082-277-2030 ＵＲＬ http://www.ryouri-e.com/index.html
℡ 088-653-3270 理事長 伊丹慎治
FAX 088-653-3270 ＵＲＬ
℡ 092-291-5284 理事長 白井俊彦
FAX 092-291-5284 ＵＲＬ
℡
095-822-7955 理事長 堤新一
FAX 095-822-7955 ＵＲＬ
℡ 096-326-0055 理事長 徳永隆正
FAX 0952-23-2130 ＵＲＬ
℡ 0952-23-2138 理事長 岸川正人
FAX 0952-23-2130 ＵＲＬ http://www.aile.or.jp/kaiin/ryorigyo/start.htm
℡ 0972-63-8855 理事長 山本康文
FAX 0972-63-8857 ＵＲＬ
℡ 852-2495-1261 理事長 吉田寛
FAX 852-2433-0186 ＵＲＬ http://www.hkjra.com/
℡ 049-222-0215 理事長 笹川幸男
FAX 049-222-0218 ＵＲＬ

