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日本全国に、海外に、
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ＪＲ北海道ホテルズ株式会社
カラカミ観光株式会社
ヒルトンニセコビレッジ
株式会社ザ ニドム
株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズ
理
インターナショナル
ＪＲ北海道ホテルズ株式会社
株式会社ホテルアンヌプリ
（ニセ
あいプラングループ
コノーザンリゾート・アンヌプリ）
有限会社セレモサプライ
株式会社稚内観光開発
カラカミ観光株式会社
（定山渓
株式会社萬世閣
ビューホテル、洞爺サンパレスリ
・学校・ ・ 食
ゾート＆スパ 等）
日清医療食品株式会社 北海道
株式会社ＰＨＧ函館マネジメント
支店
（フォーポイントバイシェラトン函館）
イダル
【プレミアホテルグループ】
株式会社ブライダルハウスTUTU
株式会社イーストン
その他
株式会社グランビスタ
株式会社ELEZO社
ホテル＆リゾート
株式会社マツオ
株式会社希松
（希松グループ・㈱
株式会社共立メンテナンスラビス
希松・㈱ナチュラルサイエンス・㈱
タ函館ベイ
ナチュラルアイランド）
野口観光株式会社
有限会社ラパンフーヅ
（モリエール／マッカリーナ）
日本 理
美瑛 丘の宿 四季...森部 初美
ZABORIN株式会社
（坐忘林）
BAR81...平井 剛
株式会社Jozankei Enterprises
BISTRO やまくろ...山畔 修
株式会社すすきの浪花亭
BLANC...山内 功一
国際サービス株式会社
（ルスツリ
DEMETER...澤田 夢子
ゾート・ウェスティンルスツリゾート・
dolce caffe&cucina italiana
十勝サホロリゾート）
Rincontro...戸毛 康博
理
HASSO Dolceteria Hokkaido
有限会社美珍樓
（美珍楼 本店）
...高尾 僚将
La Cucina VENTITRE...奥村 博史
株式会社ＬａＮａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅｖｅ
Le climat HAKODATE...関川 裕哉
（ラ・ナチュレーブ）
Le petit cochon...坂田 敏二
株式会社ジョネスオフィス
Magari...宮下 輝樹
（ＰＡＴ
Ｉ
ＳＳＥＲ
Ｉ
ＥＪＥＵＮＥＳＳＥ
Pâtisserie roku...中野 心悟
パティスリージョネス）
PERRY'S BAR...小田原 祐一郎
Restaurant AKIOKA...秋岡 亮平
株式会社フォルテシモアッシュ
（北海道牛乳カステラ）
Sapporo Sweets Garden PALOM
・
・その他
...吉田 和樹
Tapas & Sparkling BAR Aperitif
有限会社パティスリー・シイヤ
...後藤 晃輝
フ ・
HTM 株式会社
あか月...藤田 幸久
味彩 〆一みうら...三浦 克章
株式会社OFFICE GREEN TALE
お菓子の家 ポムメリィ...岡林 妙子
ル・
HTM株式会社
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マ ー

フ

菓子工房 フラノデリス
...藤田 美知男
中華料理 李太白...広田 友博
パティスリー・ヴィオレット
...尾﨑 澄斗
ビストロコパン...輪島 美恵
ファームレストラン ハートンツリー
...服部 佐知子
フランス食堂 Quenelle
...屋木 宏司・屋木 ミキ
ホルモン焼 十徳...立野 洋平
焼肉つるみ...安田 一行
和ごころ 雄大...宮崎 雄司
魚介とワイン K...今 秀雄
釧路ばる...小林 南海子
手づくりドーナツ ポッコ...渡辺 ゆり
寿司・割烹 粋里...高橋 昌志
美幌ラボラトリー...大野 秀樹
La Tachi...橋本 正
Patisserie Dents des Lions
...加藤 雅樹
PÂTISSERIE JEUNESSE...若山 一哉
Porte Rouge...五十嵐 里恵
Ristorante Capri Capri...塚本 孝
Ristorante e Caffe Nao...松岡 直樹
パティスリー アン・シャルロット
...吉本 晋治・吉本 美佐麻
プチ・アンジュ...房 雅博
ラ・サンテ...高橋 毅
ラ・ナチュレーブ...谷津 充康
レストラカラオケ ル・マルシェ
...宮原 淳一
菓子工房 あん...瀬戸 智佳
船見坂 ひろ田...廣田 英夫
中国料理 侑膳...海老 祐司
函館 角松 オンラインストア
...佐賀 優
café mille feuille...千葉 隆司
TAKAO casa di Hokkaido...高尾 僚将
中華バル SABUROKU360...坂本 修一
クヴェルクル...高橋 幸嗣
wine酒場 タスク...渡辺 ゆり
マスタの店 プリモ...伊東 靖敏
ビストロ ヴレ...村上 智章
花音...江里口 冬樹
レールデュトン...野﨑 正行
ペリーズ5...小田原 祐一郎

）

オースト

Chez mura bleu lis...村上 友規

理
津軽開発株式会社
（青森ワイナリーホテル）
パティスリーヴェルジェ
有限会社ル・スゥブラン
ン
MiK株式会社
・学校・ ・ 食
日清医療食品株式会社 北東北
支店
その他
海鮮ワイン酒場イビザ

コーヒー館 ポピー...川岸 幹
自宅れすとらん こんみど...尾崎 優
中国料理 龍虎殿...米沢 光人
フランス料理 ル・ポミエ...桜田 康孝
わらじ亭...中村 耕英
永井久慈良餅店...永井 秀貞
カーサ・デル・チーボ...池見 良平
ほむら...小笠原 一芸
Bistro X Steak Doteria...成田 有人
PATISSERIE FOUR...田中 利信

理
株式会社miura（restaurant miura）
株式会社ハミングバード・インター
ナショナル
仙台ターミナルビル株式会社
日本 理
あなご料理地酒 すが井
水戸屋開発株式会社
仙台ターミナルビル株式会社
（ホテルメトロポリタン仙台／山形）
ノワイエ
株式会社アンディヴィデュエル
（kazunori ikeda individuel）
有限会社寿正堂
・
・その他
有限会社アンジェリーナ
フ ・
株式会社玉澤総本店
ル・
株式会社東北ロイヤルパークホテル
・学校・ ・ 食
株式会社日清医療食品株式会社
仙台支店

オ

タイ

旅館大沼...大沼 晃
老舗そば処 関東家...岡崎 直志
三日月...岩田 茂治

理
株式会社イヤタカ
株式会社秋田キャッスルホテル
株式会社ジロー洋菓子店

Bistro Terre...佐藤 薫・佐藤 大地
イタリアンレストラン La Sala
...佐藤 利哉
手作りケーキのお店 ココティエ
...石川 桃子
ル・カフェプランタニエ
...近藤 範一・近藤 良平
鮨 弁天...米澤 智美
Sous-sus...澁谷 瑛子

山
理
西洋割烹 花月

日本 理
日本料理 新茶家
ル・
株式会社岩手ホテルアンドリゾート
山人 -yamado-

PATISSERIE 菓音...下坂 紀明
ヌッフデュパプ...菊地 俊弘
レストラン ウサギ ボタニカ
...福士 雅巳

kazunori ikeda...池田 一紀
Restaurant Tsuji k-e
...辻 圭一郎・辻 栄司
プレセティア内康...内海 康隆
RESTRANT LA NATURE...吉田 誠
TAVERNA GIRO...古屋 次朗
trattoria 銀...山崎 博史
菓子工房 カナール...高橋 香織
ニンナ・ナンナ...森 美樹
パティスリーソワン...那須野 勝
パティスリーカズノリムラタ
...村田 和範
一心 本館...柳澤 務衣
手料理きくち...菊地 修

株式会社萬平
有限会社梅花堂
（パティスリーBAIKADO）
・
・その他
梅花堂
有限会社八右エ門
ル・
株式会社滝の湯ホテル
その他
株式会社平田牧場

GrandSeaBa+...柴田 恵

オースト

salut 茶琉...峯田 未央
お菓子のアトリエ ルージュ・ベルグ
...真木 美香
可奈免...石 雅夫

理
東鳳マネジメント株式会社＜オリ
クッスグループ＞
（御宿 東鳳）
ル・
ホテリ・アアルト株式会社
株式会社ブリティッシュ・ヒルズ
株式会社裏磐梯高原ホテル
その他
リステルグループ
（ホテルリステル）
常磐興産株式会社
スパリゾートハワイアンズ
青木フルーツホールディングス株
式会社

Kitao...北尾 博水
Michael...八代 正勝
イタリアンレストラン ラ・フーガ
...斎藤 和紀・斎藤 美智子
鉄板焼 銀乃重...丹野 大輔
BISTRO PETIT GREEN...鈴木 文康
Ｈagiフランス料理店
...萩 春朋・萩 めぐみ
Votre...山田 修
レ・フルール...南澤 学
ホテル 一期一会...大泉 明雄
甘盛堂...近藤 淳
源次寿し...中村 和弘
中国飯店 精華苑...酒井 勝彦
料亭「若嶋屋」...嶋津 崇
和餐...佐久間 勝幸
Pâtisserie Allumette...赤間 佑太

理
とんきゅう株式会社
（アルゾーニ・イタリア、JUNBOO）
株式会社レフィーユ
日本 理
株式会社かね喜
理
ヴィオス株式会社
株式会社筑波学園ホテル
（オークラフロンティアホテルつくば）
フランス菓子 アルル
（つくば）
株式会社UMASO
株式会社菓子工房あおい
有限会社コート・ダジュール
有限会社シーゲル洋菓子店
ン
株式会社クーロンヌジャポン
（パン工房クーロンヌ）
ル・
株式会社伊勢甚本社
京成ホテル株式会社
鹿島都市開発株式会社
鹿島セントラルホテル
・学校・ ・ 食
桑林
（医療法人社団 桜水会 筑波
病院）

レストラン ラ･ラヴァンドゥ
...大林 靖道
Café OHARI...鈴木 泉
cerca trova...浅野 享子
CoinｄｅFourneau...名越 和幸
Oh！la Vache...永井 秀弥
Ristorante Mano e Mano...佐藤 健一
シエルヴェール
...緑川 翔・緑川 万里子
バムセ...上原 三紀
フランス菓子 アルル...伊藤 早人
いばらき食材と和食 松星
...川松 孝嘉
メルべイユ...斉藤 圭司
アヴィニヨン...東 治恵
レストラン マロン...大塚 巌
レストラン 西洋堂...木下 明美
欧風創作料理 Mama Noel
...丹下 裕美
京遊膳 花みやこ...西野 正巳
中国料理 チャイナルーム四川
...西野 晃司
天使のおやつ...根本 雅文
日本料理 ふじしめ...佐藤 淳一
いばらき食材とお肉 肉星 神栖
店...川松 孝嘉
鮨処 菊之助...寺島 和弥
Patisserie ecru...高崎 隆司
La Rivière de Sable...植﨑 なお
おぼろ月...石井 朋子

理
株式会社ヴェール・ラ・リュミエール
（ナオミオオガキ）
株式会社ウェスト
（アルファーレグランシャトー小山）
株式会社鈴屋
（那須高原ミッシェルガーデンコート
他）
日本 理
株式会社ケン・那須リゾート
（那須温泉 山楽）
【プレミアホテルグループ】
株式会社日光・鬼怒川リゾート
（鬼怒川温泉 山楽）
【プレミアホテルグループ】
鬼怒川グランドホテル株式会社
有限会社黒潮鮨
理
ｃｈ
ｉ
ｎｅｓｅｃａ
ｆ
ｅａｎｄｄ
ｉ
ｎ
ｉ
ｎｇ光琳
・
・その他
有限会社珈琲音「自家焙煎珈琲
珈琲音
（かひあん）」
フ ・
株式会社シトロン
ル・
ザ・リッツ・カールトン日光
株式会社山水閣
金谷ホテル株式会社
・学校・ ・ 食
株式会社日本栄養給食協会
日清医療食品（株）北関東支店
その他
株式会社チャウス
株式会社ファーム・アンド・ファー
ム・カンパニー

BACARO CAVATAPPI...今村 弓
OSAKANA DINING 甚...荒川 光司
Pâtisserie Ts.Nakagawa...中川 知之
かな半旅館...志鳥 泰子
カフェ 楓...時庭 満由子
京風そば処 雅...生澤 健一
日本料理 篠...篠原 和彦
ビストロ・パラディ...塩田 昭彦
フランス料理 アコール...森戸 和美
ペンション ワンモアタイム
...大場 朋子・大場 志帆
小島屋
（パティスリーこじま）
...小島 則孝
レストラン Coulis Rouge...石川 資弘
和食・釜めし 銀釜...本多 由紀夫
庫や
（五峯館）
...手塚 清
石窯イタリアン アンジェロ
...山口 荒士
菓子工房 Katsumi 那須
...五十嵐 克己
CHINESE CAFÉ & DINING 光琳
...関口 まりえ
紫龍...笠井 伸彦
なんたい...曲渕 久義
珈琲音 Atelier...木村 玲子
ビストロぽわぶる...秋本 清一

理
Restaurant Olivier
シャンゴ株式会社
株式会社ｇ
ｌ
ｏｂｅコーポレーション
日本 理
株式会社佳元
株式会社筏屋
株式会社美喜仁
パティスリー ル・カドゥー
株式会社シュクル エトフロマー
ジュ
有限会社くわの実
有限会社ル・クレール
ル・
水上高原リゾート株式会社
有限会社柏屋
その他
株式会社草津白根観光
（ホテル 櫻井）

ConvivialiteＩ
ｃｈ
ｉ
ｎｏｓｅ...一ノ瀬 佳彦
le Vin...篠田 昭弘
Patisserie La Fourmi KATO...加藤 克典
磯切りそば まつもと...西須 一雅
かれぇ工房...黒澤 洋介・黒澤 直美
創作菓子ロッシェ／ショコラトリー
ロッシェ...大石 勇治
日本料理 ましの...高橋 宣浩
ボン・パパ...小林 貴義
ミナミコーポレーション
隠れ家和食みなみ...矢島 章好
ミヤシタ
（アジクラズ・ダイニング）
...宮下 輝正
安兵衛...新井 渉
伊東屋珈琲...伊東 美恵子
菓子工房 アンジェリック
...原田 美佐子
金木屋ベーカリー...桑山 雄一
るべりえ 創作ピザとスイーツのお店
...中村 優
Ristorante Da Kei リストランテ ダ ケイ
...三森 慶太郎
LE CREDO...片山 裕之
パティスリー ル・カドゥー
...周東 恵子

理
株式会社ノースコーポレーション
（アズーリ／ディアボラ）
株式会社レガーメ
株式会社浦和ロイヤルパインズ
株式会社生活の木
「ハーブガーデン薬香草園
（ベーカ
リー・レストラン ヤハラテナ）」
株式会社馬車道
有限会社マック
（オット／モア・クッチーナ）
日本 理
割烹 恵比寿亭
株式会社アールディーシー
株式会社テスタジャパン
株式会社ハイデイ日高
株式会社みやコーポレーション
株式会社大野屋 清河園
株式会社柳本店

有限会社PUBLIC DINER
有限会社トータルフード
（和楽）
有限会社喜楽
有限会社菊浦グッドカンパニー
（板前心 菊うら）
理
株式会社ぎょうざの満洲
Ｄｏ．
ｓｗｅｅ
ｔ
ｓ
（パティスリードゥースイーツ）
パティスリー アン・ウルス・ヴァリ
パティスリー アンソレイユ
パティスリーヒマワリ
ル・コントブルウ
菓子工房Mokamarro
株式会社アヤベ洋菓子
株式会社アン・プルミエ
株式会社チョコミント
株式会社ポタジェ
（パティスリー ポタジェ）
株式会社る･菓壇
株式会社菓子工房 オカダ
（パティスリー ナチュレル）
株式会社銀座コージーコーナー
有限会社シェ・シブヤ
有限会社中野製作所
「シンフラ
（Shinfula）」
洋菓子処 石屋
・
・その他
株式会社アカシエ
株式会社トップス
株式会社マスダック東京ばな奈
ファクトリー
株式会社梅林堂
ン
K・YOKOYAMA株式会社
（ブーランジュリー・K・ヨコヤマ）
株式会社デイジイ
フ ・
有限会社マ・メールアンジュ
ル・
株式会社パレスエンタープライズ
（パレスホテル大宮／立川）
株式会社ヘリテイジリゾート
（ホテル・ヘリテイジ）
株式会社浦和ロイヤルパインズ
ホテル
株式会社武蔵野
・学校・ ・ 食
キッズエイド吹上保育園 社会福
祉法人エイドセンター
ホンダ開発株式会社
医療法人慶桜会 大塚産婦人科
一般社団法人 給食共同サービス
リップル
学校法人埼玉医科大学
株式会社いた倉
株式会社マックトレス
社会福祉法人エイドセンター
（キッズエイド吹上保育園）
社会福祉法人吉祥福寿会
（特別養護老人ホーム 吾亦紅）
社会福祉法人彩光会 ころぽっく
る第二保育園
特定非営利活動法人 エイドセンター
有限会社マックトレス東海
獨協医科大学埼玉医療センター
その他
角上魚類ホールディングス
株式会社
株式会社ＦＡＲＥＡＳＴ
（ＣＡＲＶＡＡＮ）
株式会社デリカシェフ
株式会社日本デリカフレッシュ

ビストロジョワ...宮下 敏祐
舟津亭...舟津 智康
フランス菓子 ボージュ...鷺内 宣成
古民家レストランシャンドフルール
...伊藤 敦也
メルシー・ノグチ...野口 徹
ラ・クロシェット...鈴木 将昭
ラ・コート・エスト...辻 英明
ラ・テラス 大作...須賀 泰史
ラーカンシェル...植木 則弘
リストランテ カテリーナ カステッロ
...栗原 みつ子
料亭 鮒又...三浦 宣之
料理工房 Chinese Restaurant ichikawa
...市川 友茂
ル・コルボ・ディヴェール...高橋 博
ろくすけ...中澤 広介
菓子工房 モカマロ
...岩上 英明・岩上 絵美
天使の林檎...中川 正三郎
南フランス料理 プロヴァンス・
ヴェール...加藤 康光
日本料理 彩々楽...栗原 正生
Piege Doux ピエージュ・
ドゥ
...坂田 幹夫
和食酒処 よね本...光本 康平
Mimolette bis
...大津 泰彦／大津 章子
Patisserie Un ours vallee...清水 翔大
洋菓子処 石屋...今井 嘉章

葉
理
ホテルオークラ東京ベイ
ホテルニューオータニ幕張
株式会社Ａｍｏｕ
ｒ
（アムール）
株式会社Ｇｉ
ｎｋｕ
ｒ
ａｎ
（Ｇｉ
ｎｋｕ
ｒ
ａｎ）
株式会社GPI
株式会社ＨＣ
（洋食屋モリキチ）
株式会社ザ・マンハッタン
株式会社デリシャスメイカー
（Ｒｅｓ
ｔ
ａｕ
ｒ
ａｎ
ｔｅｓ
ｔ
ｙ）
株式会社バベット
（Ｂ
ｉ
ｓ
ｔ
ｒ
ｏＢｅ
ｌ
ｌ
ｙ）
株式会社吉田屋
（鴨川館）
株式会社東京ベイホテルズ
（東
京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート）
株式会社野口商事 Ａ
ｉ
ｒそら
鴨川シーワールド
（㈱グランビスタホテル＆リゾート）
亀田産業株式会社
成田ゲートウェイホテル株式会社
有限会社新浦安ホテルマネージメ
ント
（オリエンタルホテル東京ベイ）
日本 理
株式会社こがね
株式会社サンドライブ
株式会社しの田
（割烹しの田）
江戸屋うなぎ店

エリソン
（パティスリー・ル・エリソン）
ケーキとパンのお店 ソレイユ
コンディ
トライゴット
スイーツミズノヤ
パティスリー ラパージュ
ル・パティシエヨコヤマ
菓子工房ルヴェール
株式会社Ｕ・Ｐ・Ｕ
株式会社アビニョン
株式会社さわた
（マドレーヌ）
株式会社シュガーシャック
株式会社パスレル
（レ・タン・プリュス）
株式会社ユーハイム 東京支社
Bistro Cache Cache...菊池 昭宏
（ペルティエ）
Patisserie Liaison...財田 雅昭
株式会社秋葉牧場
Shinfula...中野 慎太郎
（牧場創菓momom）
中国菜一燈火...小峰 崇
有限会社あんぽんたん
【Un pont,un】
（茂原店）
パティスリー モアオシィ
...高浦 智・高浦 萌亜
有限会社サフラン
日本料理 京雀...中村 宏高
有限会社ル・パティシエ ヨコヤマ
CABO...伊藤 香織
髙木商事株式会社
CHARMER...萩原 正人
（菓子工房 アントレ）
Japanese Dining 旬彩酒房 金蔵
（晴）
ン
...小池 康晴
イオンベーカリー株式会社
Le Conte Bleu...宮下 貴裕
株式会社ピーターパン
pain pigeon...八村 奈都子
株式会社川島屋
アン・プルミエ...目黒 敏
（マロンド／ル・マタン）
菓子工房NAKA...中 英明
フ ・
カフェ・
ド・紫苑...海老原 裕美
株式会社ZOPF
ことこと...松本 亜希子
ル・
鮨うつし川...移川 道弘
ケーヨーリゾート開発合同会社
パティスリー ラ キュイッソン
ホテルニューオータニ幕張 ＜株式
...飯塚 和則
会社ニュー・オータニ＞
パティスリー ア・ラ・メゾン
株式会社こがね
...中村 真奈美
（花しぶき／森羅／千里の風）
パティスリー いい天気...友田 一人
株式会社ザ・マンハッタン
パティスリーカオハナ...諸井 良育 （ホテル・ザ・マンハッタン）
株式会社ブライトンコーポレーション
パティスリー パスティーユ
...石川 聡美
株式会社プラザサンルート
株式会社ホテルオークラ東京ベイ
パティスリー ロア レギューム
...小寺 幹成
株式会社ミリアルリゾートホテルズ
株式会社紀伊乃国屋
ビィズ ショコラ...酒井 賢一

東京ベイ東急ホテル
有限会社新浦安ホテルマネージメント
（オリエンタルホテル 東京ベイ）
・学校・ ・ 食
シノブフーズ株式会社
医療法人平成博愛会 印西総合病院
社会福祉法人関西中央福祉会 介護
老人福祉施設 ケアホーム船橋
社会福祉法人慈紘園
（慈紘保育園）
社会福祉法人武蔵野会
その他
JALロイヤルケータリング株式会社
バーアルパン
株式会社C・B・H
株式会社オリエンタルランド
株式会社シェフォーレ
株式会社ティエフケー
株式会社マスミフードサービス
株式会社ライフランド
社会福祉法人章佑会 たびだちの
村・ふれあい通り

卒業生オーナー店リスト

Ｇａ
ｒ
ｄｅｎｃａ
ｆ
ｅＡｕｃｏ
ｊ
ｕ
L´Octave Hayato KOBAYASHI
Ｌａｂｏ
ｒ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ｏ．
ｓｏｂｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ａｎ
ｔ
ｅ
ＣＯＳＭＯＬＯＧＩ
Ａ
Ｌａｃ
ｌ
ａ
ｉ
ｒ
ｉ
ｅ
ｒ
ｅ
（ラクレリエール）
Le japon
Ｌｅａｐ株式会社
MONOLITH（モノリス）
ｎｏ
ｔｆ
ｏ
ｒｓａ
ｌ
ｅｓＩ
ｎｃｏ
ｒ
ｐｏ
ｒ
ａ
ｔ
ｅｄ
株式会社
（エンポリオ）
Ｏｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
ａＡＫＹ
（オステリア アキ）
PIZZA DA BABBO
（ピッツァダ・バッボ）
ＲＥＱＵＩＮＱＵＥＲ（ルカンケ）
ｒ
ｅｓ
ｔ
ａｕ
ｒ
ａｎ
ｔａＢｅｅ
restaurant gentil h
ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴＮＡＮＰＥ
ＩＤＡ
Ｉ
（Ｉ
1ｃｏｍｐａｎｙホールディングス）
Ｒｅｓ
ｔ
ａｕ
ｒ
ａｎ
ｔＰｏｕ
ｒＴｏ
ｉ
（レストラン
プールトワ）
restaurant Ysm
Takumi
WAGYUMAFIA
ア・ニュ株式会社
アサヒフードクリエイト株式会社
Pâtisserie Le Hérisson
アンスティチュ・フランセ東京
...小嶋 重光・小嶋 真理子
アンビグラム 株式会社モンドデル
アトリエ ラ・メール...辰野 康子
グスト
洋菓子 HASEGAWA...長谷川 桃子
アンプティ
トゥール
幕張本郷ワイン酒場 est Y
イータリー・アジア・パシフィック株
...大塚 雄平
式会社
料理研究家・出張料理人
イタリアンバル モンテビアンコ
...小暮 剛
イル プロフーモ
イルニード株式会社
（エミリア）
Boulangerie Queue...中島 知美
Chaleureux FRENCH Le temps d'or
ヴィノラム
（ラ・クール・
ド・コンマ）
...加藤 朋之
ウエスティンホテル東京
m`S style...佐野 貢一
エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式
エスプリ・
ド・ルミエール
会社
（プルマン東京田町）
...佐々田 澄雄
エスクリ
お菓子の工房 ルポ・デ・
オザミワールド株式会社
アンジェリーク...齋藤 勝省
オステリア・エッコ
お菓子工房 Vanille...大木 若葉
オステリアアキ
アオキプランニング...青木 一博
かばはうすホールディングス株式
すし処 海風...村上 忠
会社
鈴木屋...鈴木 統吾
カフェテラスミモザ
ゼフィール...古田 修
カンチェーミコーポレーション株式
どらごん亭...入慶田本 常夫
会社
パティスリー スイーツ アリッサム
クオルス株式会社（ラ・ペントラッ
...戸賀沢 寿史
チャ／イル・パチョッコーネ）
パティスリーJUGON...内田 淳吾
クマガイコーポレーション株式会
フランス菓子オペラ座...鈴木 荘市
社
港屋...大川 優
クラッティーニ
プラス・チュリップ...長谷川 力
クルールラボ
プロヴァンス...井田 佳仁
ゴローゾテツ
江戸寿司...丸山 将司
コンラッド東京／ヒルトンホテル株
大徳家...栗原 和之
式会社
ゆう工房...竹尾 裕美
ザ・リッツ・カールトン・プロパティ
・マ
ラ・
ドルチェヴィータ...池田 智行
ネジメント・カンパニー東京有限会
リストランテ ステラ...梅澤 信次
社
（ザ・リッツ・カールトン 東京）
ル・ヴェール
サンクレッセント株式会社
（レスト
...原田 和宏・原田 陽子
ランクレッセント）
ル・パティシエ ヨコヤマ 谷津店
サンフォコン
...横山 知之
ジェイズ株式会社
レストラン ヴォン...金杉 健仁
（ラ・クープ・
ドール La Coupe d'Or）
菓子工房 アントレ...高木 康裕
ジローレストランシステム株式会社
菓子工房 シェルシェ...松本 雅道
スパ吉・ヒラタパスタ・ミート屋
菓子工房 ノエル...鈴木 康弘
（株式会社ロッソ）
菓子工房 ル コック...森 美生
タンタローバ（Tanta Roba）
菓人KICHISE...吉瀬 元彦
ティエス株式会社
寿司・ふぐ・和食 鮨清...朝倉 康明 （リストランテ・ホンダ）
鳥勝...石垣 泰洋
トラットリアトラム ロカーレ
緑...工藤 隆司
ナビリオ
クチーナ・
トキオネーゼ・コジマ
パークハイアット東京
（パークタ
...小嶋 正明
ワーホテル株式会社）
清見台カフェ...水戸 博継
ビストロＫＡＴＯＲ
Ｉ
魚の蔵...田中 辰弥
ビストロクスクス
Plus faim...箕輪 貴祥
ビストロコティディアン
ひととわ...嶋野 貴文
ビストロ・シンバ
（ｂ
ｉ
ｓ
ｔ
ｒ
ｏｓ
ｉｍｂａ）
cuisine francaise Lupin...山田 勝好
ビチェリン・アジアパシフィックアン
PERCE NEIGE...宮部 ひな
ドミドルイースト株式会社
パティスリー ル・ハヤトヤマダ
ファーストグループ
（ハートランド
...山田 祐子
キッチン／ル・プレヴェール）
Dolce felice è...梅田 由希子
フォーシーズ
食酒 〇櫻小町...堂本 将寛
プラング合同会社
（ル・プリュース広尾）
フランス料理 a Bee
フランス料理 アントレー
プリオホールディングス株式会社
ブルガリ・ジャパン株式会社
フレッシュ・フード・サービス株式会社
理
（パルテノペ）
ＡＤＥＮＩ
Ａ
（アデニア）
ホテルニューオータニ
ＡＮＡインターコンチネンタルホテ
ホテルマネージメントインターナショ
ル東京
ナル株式会社
APPIA・Appia alta NISHIAZABU
マーベリックス株式会社
（株式会社アッピア）
（ポルトベッロ、
フォレスタ）
Bisteria Gufo
（ビステリア グーフォ）
マノワ株式会社
Bistro Zoe
ミクニ マルノウチ
CARESS
モンドデルグスト
（アンビグラム）
CHARCUT シャルキュ
ラ・ビスボッチャトーキョー
Cise
ラ・マティエール
CLISP
リゴレッティーノ
coulis
リストランテ イマイ
ECNホスピタリティ株式会社
リストランテ ダトシユキ
ＥＳＱＵＩ
ＳＳＥ株式会社
（エスキス） リゾートトラスト株式会社
FLATTORIA 株式会社ハートップ
ル・ヴァンキャトル

ル・ブルギニオン
レストラン ヴァンセット Restaurant27
レストラン キエチュード
レストラン・パッション 株式会社ア
ンドレ・パッション
レストランマルタ
ロアラブッシュ株式会社
ロイヤルホールディングス株式会社
一世食品株式会社
（シャン・
ドゥ・ソレイユ）
俺の株式会社
株式会社 フィガロ
株式会社 伊藤商店 車屋
株式会社 星野リゾート・マネジメント
株式会社 麦「丿貫
（ヘチカン）」
株式会社 壁の穴東京本部
（バーチョ・ディ
・ジュリエッタ／グラ
ン・ディーヴァ・カフェ）
株式会社ＡａｎｄＹ
株式会社ＡＣＣＥＬＡ
Ｉ
ＲＥ
（ＫＥ
Ｉ
ＳＵ
ＫＥＭＡＴＳＵＳＨＩＭＡ ）
株式会社arigato
株式会社Bisous
株式会社CITABRIA
株式会社ＤｏｎＢｒ
ａｖｏ
（窯焼ピッツ
ア・イタリアンドンブラボー）
株式会社Gコンセプト（銀座
KAZAN）
株式会社Ｉ
ＫＤ
（イタリア式食堂 イル・キャンティ）
株式会社il Pregio
株式会社ＫＡＣＨＩＧＵＭＩ
（Ｕｒ
ｂａｎ
Ｃａｓｕａ
ｌＣａ
ｆ
ｅ＆Ｄｉ
ｎ
ｉ
ｎｇＧｅｏ
ｒ
ｇｅ）
株式会社KEY PIECE
株式会社KICHIRI
株式会社KOST.
株式会社K's Corporation
株式会社KURODINO
株式会社MKYコンフィアンス
（カラ
ペティバトゥバ）
株式会社MOTHERS
（マザーズ）
株式会社PATINA
株式会社PJ Partners
株式会社Plan・Do・See
株式会社Root
株式会社ＳＡＬＴＨＩ
ＬＬＳ
（カルボ
ナード）
株式会社SiART
株式会社Signal
（La Brianza ラ・ブリ
アンツァ）
株式会社Ｓｔ
ｕｄ
ｉ
ｏＴａｎ
ｔ
ａ
株式会社subLime
株式会社SUGALABO
株式会社ＳＹＲ
（ツキ／レザンファ
ンギャテ／ラ ボンヌ テリーヌ）
株式会社Ｔ＆Ｍラトラス
（L Atlas ラトラス／Designoデジーノ）
株式会社TAKU
株式会社TERRAMIA
株式会社TIO
株式会社ＴＳＵＢＯＭＩ
「Ｍｏ
ｒ
ｃｅａｕ
（モルソー）」
株式会社ＴＵＳコーポレーション
株式会社WDI JAPAN
株式会社Yクリエイト
株式会社アーヴィングプレイス
（Ｉ
ＬＰＯＮＥＮＴ
ＩＮＯ）
株式会社アガペ
（アガペ カーザ マナカ）
株式会社アクアイグニス
株式会社アグネス（アグネスホテ
ルアンドアパートメンツ東京）
株式会社アコーダイニング
株式会社アコーディア・ゴルフ
株式会社アターブル松屋
株式会社アペックス
株式会社アヤカンパニー
（神楽坂茶寮／SHUN／かみくら）
株式会社アリエッタエフアンドビー
（アリエッタ）
株式会社アルバス
株式会社アンティコ
（アンティヴィーノ／アポンテ）
株式会社アントニオ
株式会社イートライフ
（レストラン LAS）
株式会社いさみ
（銀座 美しょう）
株式会社イタリアンイノベーション
クッチーナ
株式会社ヴィクセス
株式会社ウィルプランニング
株式会社ウェルカム
（ディーンアンドデルーカ）
株式会社エスプリ・
ドゥ・ソーリュー
（エディション・コウジシモムラ）
株式会社オール・ケッチァーノ
株式会社オールイタリアンクラブ
株式会社オステリア
株式会社オフィスオギノ
株式会社オペレーションファクトリー
（東京エリア）
株式会社カー・ウント・カー
株式会社カステリーナ
株式会社カッパス
株式会社カプリ
（NICOLA）

11

人
株式会社カルペディエム
株式会社カルミネ
株式会社キャーンズ
株式会社グラナダ
株式会社クリエイト・レストランツ・
ホールディングス
株式会社クリスタルインターナショナル
株式会社グリッドアイアン
（夏目亭）
株式会社クロコ
株式会社コスミックス
「ＳＯＭＢＲＥＵＩ
Ｌ
（ソンブルイユ）」
株式会社ザ・ペニンシュラ東京
株式会社ザート商会／ワールドリ
カーインポーターズ株式会社
株式会社サカイ食品
株式会社サカキ
（レストラン サカキ）
株式会社サッポロライオン
株式会社サニーテーブル
（カシータ）
株式会社サニーワークス
（くにたち
桜花／ごじんか／トレーノノッテ）
株式会社サンク
株式会社シェ松尾
株式会社スティルフーズ
株式会社スペインクラブ
株式会社セーキ
（銀座レカン）
株式会社セミュー
（レストラン エクアトゥール）
株式会社セレソン
株式会社ソシエテミクニ
株式会社ダ・イーサ
株式会社たいめいけん
株式会社つばめ
（つばめグリル）
株式会社ディンプスフードエンタテ
インメント
株式会社ニュートン・サンザグループ
株式会社ニューハマ
株式会社パーク・フレンチ
株式会社ハートップ
株式会社バイオバランス
（レストランYsm）
株式会社パレード
株式会社パレスエンタープライズ
株式会社ビート・インターナショナル
「ＢＯＳＳＯ
（ボッソ）」
株式会社ピッコログランデ
株式会社ひらまつ
株式会社フィガロ
株式会社フォーシーズ
株式会社フォルトゥーナ
株式会社ブルーノート・ジャパン
株式会社ブレスゲート
（アヴァンセリアン ）
※東京勤務
株式会社ベストホスピタリティー
ネットワーク
（ホテルインターコンチ
ネンタル東京ベイ）
株式会社ペッパーフードサービス
（いきなりステーキ）
株式会社マザーレストランツ
株式会社ミキ・プランナーズ
（ジリオーラ）
株式会社ミキインターナショナル
株式会社ミズカミコーポレーション
株式会社モデルノ
（リストランテ・ダ・フィオーレ）
株式会社ラ・コロンバ
（マダムトキ）
株式会社ラックバッググループ
株式会社ラリアンスグループ
株式会社リストランテ・ヒロ
株式会社ル・スティル
（ブラッスリー・カフェ・ヴィロン）
株式会社ル・ブルターニュ
株式会社ルヴェソンヴェール東京
株式会社ルペイドレスト
（ルアール東郷）
株式会社レジーナ
「レストランＳ
（エッセ）」
株式会社レストラン馮
（ＦＥＵ）
株式会社レバンテ
株式会社ロイヤルダイニング
株式会社ワイズテーブルコーポ
レーション
株式会社ワンダーテーブル
株式会社凱花
（Brasserie Gyoran）
株式会社紀尾井コーポレーション
（エリオ・ロカンダ・イタリアーナ）
株式会社魚金
株式会社共栄会（築地ボン・マルシェ）
株式会社共英企画
株式会社共立フーズサービス 外
食事業部
株式会社玉木
（西洋料理玉木）
株式会社近鉄・都ホテルズ
（シェラトン都ホテル東京）
株式会社銀座ソル
（スペイン料理エスペロ）
株式会社銀座木村屋
株式会社国立文流
（リストランテ国立文流）
株式会社阪急阪神ホテルズ
（首都圏直営８ホテル）
株式会社三笠会館
株式会社三國プランニング
（ラー・エ・ミクニ）
株式会社資生堂パーラー
株式会社寺子屋
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株式会社新鮮組本部 外食部門
エーチーム
株式会社森ビルホスピタリティコー
ポレーション
（グランドハイアット東
京、
アンダーズ東京、
ヒルズクラブ）
株式会社仁保
（店名：ヴィノヒラタ）
株式会社清星舎（ラ・ビュット・ボワゼ）
株式会社創コーポレーション
株式会社村上開新堂
株式会社帝国ホテルエンタープラ
イズ
（グランドアーク半蔵門、他）
株式会社東京基地
（リゾットカフェ 東京基地）
株式会社東京會舘
株式会社道しるべ
株式会社日本ガストロノミー研究所
（シェリュイ／グルニエ）
株式会社入船屋フード＆ワイン
株式会社八芳園
株式会社武晴
（クチーナ・ヒラタ）
株式会社文流
（リストランテ高田馬場 文流）
株式会社明治記念館調理室
丸太屋株式会社
銀座シェトモ
広尾おくむら
（株式会社IRE）
高松商事株式会社
（Sun-mi高松）
合同会社メゾン・
ド・スリジェ
（メゾン・
ド・スリジェ）
三徳総業株式会社
（イタリア食堂 ジョルノッテ）
首都圏 東急ホテルズ
（渋谷エクセルホテル東急他）
小川食品株式会社
（レストラン 小川軒）
食堂＆DELI tamaya 茗荷谷
森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社
第一食品株式会社
東京食彩株式会社
野村不動産ホテルズ株式会社
有限会社BR-M
有限会社Jena
（イエナ）ツークシュ
ピッツェ／ボーデンゼー赤坂
有限会社QUERCUS（レストラン オカダ）
有限会社TSUCHIYAMA
有限会社アンフォール
（ル マノアール ダスティン）
有限会社イメージ・ケー
（オステリア フォカッチャ）
有限会社エスケイ・コーポレーション
有限会社オフィス ティ
・ケー・エム
（トラットリア ラ・バラッカ）
有限会社ガストロノミカ
（アマルフィターナ）
有限会社クチーナヒラタ
有限会社サヴィニ
有限会社シェ・イノ
（マノワールディノ）
有限会社シェ・
トモ
（銀座シェ・
トモ／ラ・ピッチョリー・
ドゥ・ルル／白金シェ・
トモ）
有限会社シャーロックホームズジャパン
有限会社ジュン・アンド・タン
有限会社ソシエテ・シュマン
有限会社トラウベ
（ツム・アインホルン）
有限会社バーゼル洋菓子店
（バーゼル／ペーパームーン）
有限会社パステリア・サカモト
（パスタビーノ ハシヤ／WISH BONE）
有限会社パンチエッタ
（トラットリア ロアジ）
有限会社フェリーチェ
有限会社ベラビスタ
（ベントゥーラ／フェリーチェ）
有限会社マルディグラ
有限会社モナリザ
有限会社レ・クレアシヨン・
ド・ナリサワ
有限会社笹島
（イルギオットーネ）
有限会社春日商会
（レストラン キャンティ）
有限会社神宮前都市デザイン研
究所
（笄町サロン）
有限会社神戸
（リストランテ・マッ
サ）
路地裏の洋食屋 ビストロクスクス
日本 理
DEN株式会社
Iicompany
（蒼穹）
ＮｏｂｕＴｏｋｙｏ合同会社
（ノブトウキョウ）
salle de makino
ぎんざ 山路
ザ・フライング・ストーンズ合同会社
すし良月
ソルト・コンソーシアム株式会社
はっこく
はらまさ
ひなた株式会社
ヒルトン東京
プレジャーフーズ
割烹 渡邊
割烹 互閃
株式会社GINZA ONODERA JAPAN
株式会社GOSHIKI

株式会社Ｉ
ＴＳ
（わのくに／さかな
や）
株式会社MOTTO
（根津 たけもと）
株式会社Piguru
（神宮前 樋口）
株式会社SEIZAN（日本料理「晴山」）
株式会社T.K-BLOCKS
株式会社Wakayama Dream cast
（わ
かやま）
株式会社ＹｓＷＩ
ＬＬ
（鮨 まるふく）
株式会社アール
（サルドゥマキノ）
株式会社アイ・エム・ケイ
株式会社イーケーシー
株式会社ウォーターマーク
（ＨＡＬＹＡＭＡＳＨＩ
ＴＡ）
株式会社うかい
株式会社エビスシステムズ
株式会社オールクリエーション
（日本料理 海と）
株式会社くし秀
株式会社くすのき
株式会社ケイアンドティ
・イワタ
株式会社ジーシーアール
（神楽坂 和食 千）
株式会社しのはら
株式会社スパイスワークス・宿場
のハリウッド株式会社
株式会社ソーナ
（惣菜）
株式会社たきや
株式会社つくし
（つくし／さわ長）
株式会社なだ万
株式会社バル・ホールディングス
株式会社ビー・ワイ・オー
株式会社ピューターズ
株式会社フックアップ
株式会社プレザント
（意気な寿し処阿部）
株式会社マコト
株式会社まさみち
株式会社まるやジャパン
株式会社モスダイニング
株式会社ラムラ
Ｉ
１company ホールディングス
（神楽坂石かわ／虎白／蓮）
株式会社一六堂
株式会社懐石料理はし本
株式会社株式会社アベンジャーズ
株式会社関門海
株式会社喜代村
株式会社久兵衛
株式会社銀座うち山
株式会社串の坊
株式会社恵比寿くろいわ
株式会社玄海
株式会社幸せ三昧
株式会社更科堀井
株式会社綱八（天ぷら新宿つな八）
株式会社高伴
（浅草今半）
株式会社彩
株式会社三ツ和
株式会社賛否両論
株式会社志満金
株式会社寿司田
株式会社寿命雄
蕎麦割烹 倉田
株式会社重光
（麻布淺井）
株式会社春帆楼
＜オリックスグループ＞
（春帆楼東京）
株式会社人形町今半
株式会社青柳
株式会社赤寶亭
株式会社創コーポレーション
（日本料理 温故知新）
株式会社霜月
（銀座 圓、楽食酒 圓）
株式会社大志満
株式会社築地すし好
株式会社竹葉亭
株式会社天一
株式会社渡辺ハゲ天
株式会社土佐料理
司株式会社土佐料理 司
株式会社東京一番フーズ
株式会社東京吉兆
株式会社東銀堂
（ぎんざ一二岐、
銀座・六本木よし澤）
株式会社日本橋とよだ
株式会社梅丘寿司の美登利総本店
株式会社八十嶋
株式会社福助
（ほり川／福助）
株式会社菩提樹
株式会社本村庵
株式会社無門
（懐石料理 無門庵）
株式会社僖成
（暗闇坂 宮下、
日本料理 僖成など）
株式会社鮨一
継ぐ鮨政
（つぐすしまさ）
御料理 辻
御料理「与志福」
合同会社太月
山﨑
寿司屋の勘八 株式会社勘八
住之江旅館
（瀬戸内料理「すみのえ」）
旬の味 いち

旬の味 たき下
匠 進吾
匠誠
松川
食堂みやもと
清壽
精進料理「醍醐」
赤坂詠月
大五
大豊株式会社 すし屋の中川
築地 さらしなの里
長谷観光株式会社
東京レストランツファクトリー株式
会社
東銀堂株式会社
二代目 葵
日本橋 藤久
浜町 かねこ
味享
紋屋株式会社
有限会社 かねさか
（鮨 かねさか）
有限会社KTC.
（麻布「かどわき」）
有限会社かみや
（神谷）
有限会社ケイアンドティ
・イワタ
有限会社さがた
（讃岐のおうどん 花は咲く）
有限会社花見小路
（銀座 小十、銀座 奥田）
有限会社割烹 むら山
有限会社宮川商店
（やきとり宮川）
有限会社江戸蕎麦 ほそ川
有限会社寿司幸本店
有限会社池戸商事
（串喝 知仙）
有限会社芳勘
（すし屋の芳勘）
有限会社無庵
（そば懐石無庵）
和幸株式会社
（いなば和幸）
鮨 松もと
鮨いしかわ
（有限会社石川保商店）
理
JOE'S SHANGHAI JAPAN株式会社
株式会社 小洞天
株式会社J&Cフードサービス
株式会社ＯＹＯ
株式会社Sai
（なかの中華！Sai）
株式会社Wakiya
（トゥーランドット）
株式会社ｗｈｏ
ｌ
ｅ４０００
（ファイヤーホール４０００）
株式会社タン企画
（広東名菜 赤坂璃宮）
株式会社フォーニーズ
（台湾チャイニーズ 天天厨房）
株式会社希須林
株式会社虎峰
株式会社小洞天
株式会社新橋亭
株式会社赤坂維新號 ／ 株式会
社ウェイシン・クリエイティブハウス
株式会社太郎
（黒猫夜）
株式会社大井ニュー東京
（海鮮名菜 香宮）
株式会社筑紫樓
株式会社東天紅
株式会社桃の木
株式会社南国酒家
株式会社飄香
銀座アスター食品株式会社
際コーポレーション株式会社
新日本産業株式会社
（南京亭／東京亭／華はなぎゅう）
中国四川料理 龍の子 株式会社ＯＹＯ
中条商事株式会社
民権企業株式会社 四川飯店
（赤坂四川飯店グループ）
麒麟飯店

パティスリーアカネ
パティスリードゥネル
パティスリーナガキタ
ハルミエール
マシェリー・アンジュ
マリオネット洋菓子店
ラ・メゾン・デュ・ショコラ・ジャポン株
式会社
ル スリール ダンジュ
ル・ププラングルマンディーズ
ル・フレザリア パティスリー
ル・ボア株式会社
（パティスリーイソザキ）
ロアジスｅ
ｔデューン株式会社
（パレド オール）
株式会社Gloria
（ラトリエ・モトゾー）
株式会社JEAN-PAUL HEVIN JAPON
（アンデルセングループ）
株式会社Ｌａｎｄｓｃａｐｅ
（パティスリーシェリーブラン）
株式会社LIBERTE JAPON
（リベルテジャポン）
株式会社LOUANGE TOKYO
（ルワンジュトーキョー）
株式会社SWEEGICC
株式会社βａｃｅ
（ベース）
（Ｍｉ
ｎ
ｉｍａ
ｌ）
株式会社ア・ビアント
株式会社アヴォンリィ
（アンの工房 立川幸町店）
株式会社アニバーサリー
株式会社アマレット
（パティスリー ル・アマレット）
株式会社アンデルセン
株式会社エー・スイーツ・ハウス
株式会社エヌグラム
株式会社クレアティブ
株式会社ケイ・ブックス
株式会社コラージュラボ
株式会社コリウール
（パティスリーコリウール）
株式会社サンセリーテ
（トシ・ヨロイヅカ）
株式会社ショコラティエ・エリカ
株式会社ティー・ケー・ジー
（ル パティシエタカギ）
株式会社デクヴェルト
Patisserie FOBS
株式会社トリアノン洋菓子店
株式会社パティスリースノーマン
株式会社ヒロシ・イガラシ
株式会社ブールミッシュ
株式会社フレデリックマドレーヌ
株式会社ベイクウェル
株式会社ペール・ノエル
株式会社ベルン
株式会社モンサンクレール・株式会
社アーシュ・ツジグチ・株式会社フォ
ルテシモアッシュ・株式会社ノア企画
株式会社モンブラン
株式会社ラ・テール
株式会社ランビック
株式会社リトルテンポ
「Frips
（フリップス）」
株式会社ル・サントノーレ
株式会社レザネフォール
株式会社ローズロワイヤル
株式会社新宿高野グループ
（株式会社新宿高野・株式会社タ
カノフルーツパーラー）
株式会社千疋屋総本店
（デーメテール）
株式会社東京洋菓子倶楽部
株式会社藤生企画
「パティスリー・
ドゥ・シェフ・フジウ」
株式会社野口
大総商事
（こけし屋）
パティスリージンケ
東和フードサービス株式会社
（椿屋珈琲／ダッキーダック）
Addict au Sucre
有限会社 シュクレペール
（アディクトオシュクル）
Patisserie La Fille
有限会社アラボンヌー
PH Paris Japon
（ピエール エルメ）
有限会社アルカション
PH PARIS JAPON株式会社
有限会社アルチザナル
UMマネージメント株式会社
（ノリエット／プティ
・リュタン）
VOISIN 株式会社テーヌ
有限会社アントワーヌ・カレーム
アーシュ・ツジグチ
有限会社ウルソン
（自由が丘ロール屋）
（パティスリーウルソン）
アンヌスイーツ
有限会社おかし倶楽部
おやつのう〜お
有限会社オテル・
ドゥ・スズキ
クインビーガーデン
有限会社かわた菓子研究所／
ササジュ
（パティスリーユウササゲ） オーボンヴュータン
ジェイ・ワークス株式会社
有限会社キャトル
スイーツデザインラボ
有限会社ジュヌボア
（パティスリー＆カフェデリーモ）
（ルージュ・ブランシュ）
パティスリーカシュカシュ
有限会社セ・ジュール
ｒ
ｓ）
パティスリードゥネル
（Ｐａ
ｔ
ｉ
ｓｓｅ
ｒ
ｉ
ｅＣｅｓＪｏｕ
有限会社にんじんハウス
パティスリートム
（キャトルキャール）
パティスリートレカルム
有限会社ハセベ（パティスリー・ナオキ）
パティスリートロアリーベ
（葛西）
パティスリー ナガキタ 株式会社シルク
有限会社パチシェイデミスギノ
パティスリーブリーズ
有限会社パティシエ・シマ
有限会社パティスリー・コトブキ
パティスリー ラ ボンボニエール
パティスリー ラ・プリュム
有限会社パティスリープラネッツ
パティスリー ラヴィアンレーヴ
有限会社ヒポポ パティスリーカカ
パティスリーレネット
オエットパリ
パティスリーNAOHIRA

有限会社ブラヴィッシモ
（ロ・スパッツィオ）
有限会社ラ・ヴィ
・
ドゥース
有限会社ル・ププラングルマンディーズ
有限会社ルフラン
有限会社菓子工房西野
有限会社白妙
（しろたえ）
洋菓子店ポミエ
・
・その他
MACAROON JAPAN株式会社
フランス菓子ルリス
株式会社グレープストーン
株式会社シュクレイ
株式会社タント・マリー
株式会社トイトイトイ
（Patisserie／Boulangerie toi toi toi）
株式会社パティスリーアンブル
株式会社ピエスモンテ
株式会社ルカド
株式会社富澤商店
虎屋グループ 株式会社虎玄
有限会社ユナイツ
（Kulu Kulu）
ン
Cise
（チセ）
ウルトラキッチン株式会社
グリオット
タニコー株式会社
ブーランジェリー スドウ
ベーカリーハウス マイ
（株式会社マイ）
ベネリック株式会社
ロワンモンターニュ
株式会社ＫＵＲＫＫＵ
（クルック）
株式会社Yuki.
（ブーランジェリーメゾンユキ）
株式会社アトリエダーシャ
株式会社ドゥエトゥレ
株式会社トムケアジャパン
株式会社ドリームコーポレーション
株式会社ドレステーブル
株式会社パンとテレビの会社
株式会社パンパティ
株式会社ブーランジェリーエリック
カイザージャポン
株式会社プチ・アンジュ
株式会社ラ・セゾン・デ・パン
株式会社ワイカホン貿易
株式会社銀座木村家
株式会社春智
（ブーランジェリー テール・ヴィヴァン）
株式会社神戸屋（神戸屋キッチン／
神戸屋レストラン／神戸屋レザンジュ）
関東エリア
株式会社浅野屋
株式会社日と々と
（パンとエスプレッソと）
京王食品株式会社
有限会社ア・ラ・モード
有限会社ブーランジュリー・オー
ヴェルニュ
有限会社ボヌールブレ
（ロワンモンターニュ）
有限会社ミフネ洋菓子店
（ブランジェ・ミフネ）
有限会社濱田家
フ ・
chezandylabo
EGGS 'N THINGS JAPAN株式会社
MERCER OFFICE株式会社
株式会社gram・株式会社
gram-routine
株式会社エスエルディー
株式会社コムサ
株式会社コロンバン
株式会社サザビーリーグ アイビー
カンパニー
株式会社シャノアール
株式会社シュベール
株式会社スイートスタイル
（モンタボー／元町珈琲）
株式会社ダブリューズカンパニー
株式会社ドトールコーヒー
株式会社トランジットジェネラルオフィス
株式会社トリコロール
株式会社トリニファイ
株式会社ねこのてカンパニー
株式会社ハットトリック
（ア・ラ・カンパーニュ）
関東エリア
株式会社バッハコーヒー
株式会社ブーランジェリーエリック
カイザージャポン
（メゾンカイザー）
株式会社ペシェ・ミニョン
株式会社リノベーションプランニング
株式会社リブマックスフーズ
株式会社銀座ルノアール
株式会社新宿高野グループ
株式会社成城風月堂
株式会社千疋屋総本店
有限会社コンテンポラリープラン
ニングセンター
ル・
ANAインターコンチネンタルホテル
東京（ザ・ホテリエ・グループ赤坂
株式会社）
HRTニューオータニ株式会社

MUNI Alain Ducasse「 MUNI KYOTO」
（株式会社クオリタス・ホスピタリ
ティー・アドバイザーズ）
UDホスピタリティマネジメント株式
会社
アパホテル株式会社
ウェスティンホテル東京
（株式会
社三田ホールディング）
エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式
会社プルマン東京田町
オリックス・ホテルマネジメント株式会社
コアグローバルマネジメント株式会社
コンラッド東京 MT＆ヒルトンホテル
株式会社
ザ・ペニンシュラ東京
シャングリ・ラ ホテル東京
センチュリオンホテルリゾート＆ス
パテクノポート福井 株式会社セン
チュリオンインターナショナル
パークハイアット東京 パークタワー
ホテル株式会社
ハイアットセントリック 銀座 東京
ハイアットリージェンシー 東京
（株式会社ホテル小田急）
ヒューリックホテルマネジメント株
式会社
ヒルトン東京お台場
フォーシーズンズホテル丸の内東京
フォーシーズンズホテル東京大手町
ホテルニューオータニ
（東京）
＜株式会社ニュー・オータニ＞
ホテルルポール麹町
（地方職員共済組合麹町会館）
マンダリン・オリエンタル東京株式会社
メルコリゾートサービス株式会社
メルパルク株式会社
リゾートトラスト株式会社 東日本エ
リア採用
株式会社PHG大阪マネジメント
株式会社Plan・Do・See（キッチン採用）
株式会社TJKリゾート
株式会社WeBase
株式会社アグネス
（アグネスホテ
ルアンドアパートメンツ東京）
株式会社アゴーラ・ホスピタリ
ティーズ
株式会社グランドニッコー東京
株式会社グランビスタ ホテル＆リ
ゾート
（札幌グランドホテル）
株式会社グランベルホテル
株式会社ザ・キャピトルホテル東急
株式会社セルリアンタワー東急ホテル
株式会社ディーエイチシー
（伊豆 赤沢温泉郷）
株式会社ナクアホテル＆
リゾーツマネジメント
株式会社パレスホテル
株式会社プリンスホテル
株式会社ベストグローバル ストリング
スホテル東京インターコンチネンタル
株式会社ベストホスピタリティー
ネットワーク
株式会社ベリークルーズ
株式会社ホテルオークラ東京
株式会社マースプランニング
株式会社マイステイズ・ホテル・マ
ネジメント
株式会社マックスパート
株式会社ユニマットプレシャス
株式会社リーガロイヤルホテル東京
株式会社ロイヤルパークホテル
株式会社ワールドリゾートオペレー
ション
株式会社伊東園ホテルズ
株式会社温故知新
株式会社関東東急ホテルズ
株式会社京王プラザホテル
株式会社共立メンテナンス
株式会社芝パークホテル
株式会社森ビルホスピタリティ
コーポレーション
株式会社赤坂エクセルホテル東急
株式会社帝国ホテル
株式会社東急リゾートサービス
株式会社東京ドームホテル
株式会社東武ホテルマネジメント
株式会社目黒雅叙園
丸太屋株式会社
（nol）
休暇村紀州加太
国際ホテル株式会社
（立川グランドホテル）
三井不動産リゾートマネジメント株
式会社 ハレクラニ沖縄
森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社
星野リゾートグループ
大阪ビューホテル本町
大手町タワーリゾーツ株式会社
東京建物リゾート株式会社
藤田観光株式会社 ホテル椿山
荘東京
二子玉川エクセルホテル東急
日本ビューホテル株式会社
日本ヒルトン株式会社 ヒルトン東京
日本ホテル株式会社

防衛省共済組合市ヶ谷会館所属所
（ホテルグランドヒル市ヶ谷）
・学校・ ・ 食
HITOWAフードサービス株式会社
（旧：長谷川フードサービス株式会社）
IMSグループ
エームサービスジャパン株式会社
（エームサービスグループ）
グリーンハウスグループ
シダックス株式会社
（シダックスグ
ループ）
医療法人社団大和会 多摩川病院
医療法人社団大和会 大内病院
医療法人社団大和会 平成扇病院
医療法人平成博愛会 世田谷記
念病院
一般財団法人 多摩緑成会 緑成
会病院
一般社団法人多摩緑成会 緑成
会整育園・整育園通所センター
学校法人目白学園
（目白大学短期大学部製菓学科）
株式会社CTMサプライ
株式会社LEOC
株式会社アルス
株式会社オリンピア
株式会社センダン
株式会社ニッコクトラスト
株式会社ビケンテクノ 東京本部
株式会社ベネミール
株式会社ミールケア
株式会社ユニマットリタイアメント・
コミュニティ
株式会社レパスト
株式会社東京富士サービス
株式会社東洋食品
株式会社馬渕商事
山六給食株式会社
社会福祉法人カリタスの園 つぼ
みの寮
社会福祉法人マザアス
社会福祉法人幸仁会 介護老人
福祉施設 ケアホーム花畑
社会福祉法人三井記念病院
社会福祉法人聖友ホーム 聖友学園
社会福祉法人善光会
社会福祉法人道心会 介護老人
福祉施設 藤香苑
社会福祉法人道心会 介護老人
福祉施設ケアホーム足立
社会福祉法人兵庫福祉会 介護
老人福祉施設 ケアホーム千鳥
社会福祉法人平成記念会 介護
老人福祉施設 ヴィラ町田
社会福祉法人平成記念会 介護
老人福祉施設 ケアホーム板橋
社会福祉法人平成記念会 介護
老人福祉施設ケアホーム葛飾
東京慈恵会医科大学付属病院
特定非営利活動法人エイドセンター
日清医療食品株式会社 東関東
支店
日本給食株式会社
富士産業株式会社
福生本町保育園
葉隠勇進株式会社
淀川食品株式会社 東京支店
イダル
アニヴェルセル株式会社
トラスコ中山株式会社
ホテルグリーンプラザ
＜安達事業グループ＞
株式会社CRAZY
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
株式会社ノバレーゼ
株式会社ベストプランニング
株式会社ポジティブドリームパーソンズ
株式会社ルーデンス立川ウエディ
ングガーデン
株式会社一蔵
明治記念館 株式会社明治記念
館調理室
その他
PLANT BASE株式会社
ＲＯＯｃａ
ｆ
ｅ＆ｂａ
ｒ
ＳＦＰホールディングス株式会社
イートアンド株式会社
エイトシスターズ有限会社
オリエンタル酵母工業株式会社
オリジン東秀株式会社
（イオングループ）
ガーデンベーカリー株式会社
カトープレジャーグループ
キユーピー株式会社
ざわさん
シャングリ・ラ・ホテル東京
チムニー株式会社
ニュートン・サンザグループ
ハイアットリージェンシー東京
メ
トロキャッシュアンドキャリージャパ
ン株式会社
ヨックモックホールディングス
リデットエンターティンメント株式会社
一般財団法人 休暇村協会
株式会社ABC Cooking Studio

Pâtisserie Yu Sasage...捧 雄介
株式会社DDホールディングス
pizzeria luna e Dolce...鶴見 直人
株式会社Grow
plate
（tokyo）
...猪飼 綾乃
株式会社HUGE
Pot Bouille...河原 英輔
株式会社ＮＡＲ
Ｉ
ＳＡＷＡ
Relation...野木 博子
株式会社NATTY SWANKY
Restaurant La FinS...杉本 敬三
株式会社nobilu
SAL Y AMOR...宮﨑 健太
株式会社PAPABUBBLE JAPAN
Tharros...馬場 圭太郎
株式会社アラスカ
（関東地区）
toscaneria...田中 祐介
株式会社アルテカ
TRATTORIA KAWANABE...川邊 一成
株式会社アントワークス
イバイア...兼安 聡子
株式会社イートウォ−ク
お菓子工房ポッシュ...石崎 悠子
（ＡＷｋ
ｉ
ｔ
ｃｈｅｎ）大阪地区
（地魚屋台浜
かきとワインのお店 ダイニング・
株式会社ウインドウ
ちゃん／カレー食堂心）
カレッタ・カレッタ...櫻井 洋
株式会社エー・ピーカンパニー
キッチンスタジオ K...神田 麻帆
株式会社エスクリ
豪龍久保...久保 豪
株式会社エフ・エフ・アルファ
国分寺 おはし...柿島 智
株式会社キッチンジロー
小料理酒場 さくさく...六車 祥吾
株式会社グルメ和光
（和光ケーキ
酒亭 沿露目...大野 尚人
＆チョコレートショップ）
松竹庵 手打ち蕎麦 ます川
株式会社サザビーリーグリトルリー
...益川 雄
グカンパニー
スペールフルッタ...井本 真弓
（Ron Herman ロンハーマン・RHC Ron
ちバル...浅野 まり子
Herman RHC ロンハーマン）
中国快餐店 五指山...和田 真二
株式会社ジェイシティー
調布 清水...清水 崇郎
（ホテルカデンツァ 光が丘）
トクスエ...古賀 孝之
株式会社ジップザフューチャーズ
なかの中華！Sai
（ズーガンズー）
...宮田 俊介・宮田 可奈
株式会社スタイルズ
パーラー305...久保 ゆかり
株式会社ゼストクック
パティスリークルール...竹田 好宏
株式会社そら
パティスリーレザネフォール
株式会社ダイナックホールディングス
...菊地 賢一
株式会社ダイニングイノベーション
ビストロ・ヴァン・ラヴァン
株式会社つばめ
...番沢 孝夫
株式会社ディアーズ・ブレイン
ラ・ボンボニエール...渋谷 奈緒
株式会社ディヴァン・クロ
料理教室 吉祥の食卓
...相原 美穂子
株式会社ティオス
（ホテルバーグラ
ル・レガル・
トワ...中野 武士
ンティオス／下町かっぽうしゃぶしゃ
ワインバル ヴィアンド...吉田 正也
ぶ だら毛）
株式会社デイリーフーズコーポレー
快積 八衛...沼野 友洋
ション
季節料理・酒処 さそう...佐宗 桂
株式会社トマトアンドアソシエイツ
魚菜 牛島...本堂 亮
株式会社バルニバービ
蕎麦割烹 武蔵小山くらた
（バルニバービグループ）
...倉田 正起
株式会社ヒルクライム
恵比寿くろいわ...黒岩 宏達
（房総ホルモン）
酒肴 わらび〜笑美〜...内藤 健
株式会社ファイブグループ
酒処 佗助...横田 健太郎
株式会社フォーシーズ 外食事業
木彫...堀木 克悦
（トゥザハーブズ／寅福）
和歌藤...中野 雄造
株式会社ブロスダイング
鮨 いちかわ...市川 克海
株式会社ボーネルンド
グラシアス 和楽惣...関根 雅史
株式会社マイ
室町ボンクール...上田 裕次郎
株式会社マテリエス
a nu retrouvez-vous...下野 昌平
（レストランリューズ）
ALPS Café...小林 俊樹
株式会社ミールワークス
Apri La Porta...堀木 義文
株式会社モンテローザフーズ
ARCACHON...森本 慎
株式会社ヤンサンド
TACUBO...田窪 大祐
株式会社ユニマットキャラバン
Au Péché gourmand...吉澤 美智子
株式会社ライドオンエクスプレス
Barba-Agnello バルバダニェッロ
株式会社リキッド
...伊藤 桃子
Bistria...稲吉 矜持
株式会社レ・クレアシヨン・
ド・ナリサワ
株式会社ロッテリア
（ロッテグループ） BON CHEMIN...花澤 龍
CAFE-BISTRO CHEZ VOUS...山永 太
株式会社一家ダイニングプロジェクト
CAHORS カオール...山本 薫
株式会社一休
carissima...大井 ひかる
株式会社一歩一歩
Chez AZUMA...東 敬司
株式会社京橋千疋屋
CORNICE...京 大輔
株式会社虎昭産業
Coulis...折笠 龍馬
株式会社甲羅
Cuisine de Mme Ashikaga
株式会社駿河台ホテル
（料理教室 足利婦人の台所）
株式会社叙々苑
...足利 扶美子
株式会社太平洋ゴルフサービス
DEGUSTATION...小鮒 博明
株式会社鳥貴族
dining Bar Lamp Light...坂田 剛
株式会社東京フード
Dolceria EGO...根岸 敦子
株式会社日比谷Ｂａ
ｒ
DOURAKUDA kitchen...森川 明美
株式会社夢屋
EdiTion Koji Shimomura...下村 浩司
気象庁
enoteca e gastronomia ROSSO
商船三井客船株式会社
RUBINO...坂田 真一郎
浅田屋伊兵衛商店株式会社
ENOTECA EQUUS...渡邊 将史
大東企業株式会社 北大路グループ
FLORA...種村 哲也
日本クッカリー株式会社
K.Dプロジェクト
（山海料理 十干／
薬糧開発株式会社
...小林 秀司
（セーノ／シナグロ／オーガニックハウス） 他 数店）
L'atelier COCCO...高田 麻友美
有限会社かわた菓子研究所
L'AMITIE...宮下 清志
有限会社ファンタジスタ
L'atelier Douce colline...彦坂 紗矢香
和伊厨房 あんちゅう
LA BOULANGERIE PANACHE
...井口 真二
La Dame aux camelias...福田 政徳
àBêe...阿部 篤志
La libera...宮崎 勝仁
AMBIGRAM...米津 真寛
LA PROVENCE GOURMANDE Olivier
Aminima...鳥山 由紀夫
...尾上 貢正
Amrit...宮永 久嗣
La splendeur...藤川 浩史
atelier Cuit...森本 貴裕
Le Bourguignon...菊地 美升
bistro Le Sept...星 雄基
Le CHEVAL Jingumae...水野 敏行
C'ｅｓ
ｔMoi !...野本 孝司
LE JARDIN BLEU...福田 雅之
EACH FAN PASTRY...飯田 剛
Le Lis...須山 百合子
il Pregio...岩坪 滋
le miel...杉山 哲也
Le hibou...中野 武志
Les Portes de Financier...鈴木 規夫
Le Macaron YUKA.代官山
LUMIÈRE...飯塚 絵里子
kitchen studio...マカロン 由香
MANOIR...中村 豪志
Le Plus...押野 健一
Mardi Gras...和知 徹
ｌe vin quatre...北野 智一
mi-kitchen...鳥越 美希
Liberta...前田 邦彦
MONOLITH...石井 剛
Morceau...秋元 さくら
NARISAWA...成澤 由浩
PAPABUBBLE...菅野 清和
BEES BAR by NARISAWA...成澤 由浩
Parco di Gioia...田澤 弘

Noliette
（他：ビストロ ル・プチ・
リュタン）
...永井 紀之
Pâtisserie Chocolaterie Ma Prière
...猿舘 英明
Pâtisserie Faon...田村 大助
Pâtisserie LA VIE DOUCE...堀江 新
Patisserie Toi et Moi...小西 業人
Patisserie Toshi Yoroizuka／アトリエ・
サンセール...鎧塚 俊彦
Pizzeria YUICIRO & A...鈴木 雄一朗
PLEIN CIEL...蓮見 章浩
Pomme de terre...工藤 美幸
Restaurant 27...大澤 聡・大澤 愛
Restaurant Aile Blanche...小川 智寛
restaurant NARUKAMI...鳴神 正量
Restaurant OGINO／代官山ターブ
ルオギノ...荻野 伸也
Restaurant OKADA...岡田 宏
Restaurant SAISONNIER...土田 哲也
RESTAURANT SAKAKI...榊原 大輔
Restaurant Sen...丸山 旋
RHグループ
（RHコーポレーション／
エピキュリアン）
...金井 伸作
RIGOLO BISTRO à VIN...浅原 克行
SAKURA BAKERY...佐藤 秀彦
SHIN2...高野 信也
Sincero...森本 周子
Studio PLAISIR...川島 範子
WINE BAR GINZA A.P.O....山本 弥涼
青華こばやし...小林 雄二
阿川...阿川 公一
（力導）
アクア・ディマーレ...八百谷 仁
アッシュ アカマツ...赤松 英毅
アンドセジュール...河井 健司
アンプティ
トゥール...片岡 桂一
アンフュージョン...菊池 貴通
イ・セッテ・マーリ...城内 義人
イル・ジョット...高橋 直史
ヴェール
（ル・ヴァン・
ド・ヴェール）
...佐久間 知子
うつわのみせ 大文字...内木 雅子
旨焼もぐり...盛島 英欽
エム・アール・ケイ
（たんや又兵衛）
...山本 隆司
オー・ギャマン・
ド・
トキオ
...木下 威征
おーどぶるハウス...篠原 立樹
奥沢サクレクール...高三潴 修
オステリア イタリアーノフォカッチャ
...小野 清隆
オステリア・エッコ...世古 誠治
おでん 大多福...舩大工 茂
御料理 おみの...小美野 晴愛
お料理 乃村...野村 勝彦
おわん
（Wan Corporation）
...近藤 邦篤
御田町 桃の木
...小林 武志・小林 規世
お菓子の店 卵のまほう...石崎 綾
お菓子教室 ル・スリール
...髙城 美由紀
中国会席料理 古月...山中 一男
元祖うな鐡...山本 弾造
ぎたろう軍鶏 炭火焼鳥
たかはし...高橋 祐二
キッチンハイジーンマネジメンツ
...出 和樹
くにたち 桜花...横須賀 健
小料理 休...大庭 れい子
小料理・割烹 山科...山科 淳一
サレ・ポワヴレ・ウノ...鵜野 秀樹
シェル・
ド・リヨン...村上 理志
十三...高橋 定雄
新橋ときそば...森田 敏規
祐成陽子クッキングアートセミナー
...祐成 二葉
そば・日本料理 福寿庵
...嘉山 博之
ダイニングバー・マル2F
...松澤 弘一郎
工
（Takumi）
...中安 工
中国料理 新宿 古月
...前田 克紀・前田 藍
デリス...青島 啓子
デリス・
ド・キュイエール川上文代
料理教室...川上 文代
天々来...古橋 敏弘
天ぷら・日本料理 あら川／あらかわ
...荒川 健太郎
トーク
（Jbien じぇびあん）
...徳田 芳宏
トラットリア クオーレ...上野 義安
トラットリア セレーナ...志村 和弘
トラッ
トリア&バール カリーナ カリーナ
...大原 易裕
日本料理 晴山...山本 晴彦
ノアケ...田中 謙吾
バーゼル製菓店...渡辺 純
バール フランセ ラ・レプブリック
...小林 英幸
パティスリー Un Fond Solaire
...宮東 弘之
パティスリーカー・ヴァンソン
...石井 ヴァンソン 敬子
パティスリーブリーズ...高橋 教導

パティスリー・シュクル・ペルル
...長原 靖
パティスリー・ラ・ノブティック／ビス
トロ・ラ・ノブティック...日髙 宣博
ピアッティカステリーナ
...大原 易裕
ビストロ ヴァンデリス
...萩尾 浩・萩尾 聡子
ビストロコティディアン
...須藤 亮祐
ブーケ・
ド・フランス...井本 秀俊
フードスタイリスト 広沢京子
...広沢 京子
ブーランジェリー スドウ...須藤 秀男
フォレスト...草場 健治
フランス菓子 ル・セル...塩 竜二
フランス料理 ぎんきょう...沖江 展
プリズマ...斎藤 智史
プレゼンテ タツヤカワゴエ
...川越 達也
フレンチカレー SPOON...和田 直樹
ベリーニ
（エミーズ）
...井上 絵美
ペル・バッコ...権田 雅康
アルチェッポ...今井 雅博
ほそ川...細川 敦史
香港カフェ 代官山 蜜香
...村木 美沙
本城...本城 達也
ミズ・クラウディア...早瀬 和央
三鷹 たつのこ...村松 辰哉
みなとや
（赤坂 湊／魚中亭／
レチュー）
...中湊 茂
バーラバン・ムッシュヨースケ
...松島 陽介
メゾン・モンマルトル...笹田 茂徳
やきがしや SUSUCRE...下永 恵美
やまだや...山田 佳延
やまね
（酒処 やまね）
...山根 健次
ティー・ケージー
（ル・パティシェ
タカギ）
...高木 康政
バル レストランテミヤカワ
...宮川 秀之
はん亭
（くしあげどころ はん亭）
...高須 徹
ひかり
（創作菓子 ソワメーム）
...大野 公子
レストラン モナリザ...河野 透
ラ・ネージュ...小木戸 高幸
ラ・マティエール...池田 辰之
リストランテ アソ チェレステ
...阿曽 達治
リストランテ アンジェロ...明石 誠
リストランテ ヴィア マーレ
...堀之内 岳志
リストランテ ソプラ・アクア
...水上 正太
リストランテ・ラ・バリックトウキョウ
...坂田 真一郎
料亭のまなかい食 ぶどう家
...藤田 有伸
料理教室
（ベジタブルマイスター
取得）
...酒井 文子
料理教室いただきます
...西芝 一幸
レストラン RISAKI...理崎 克巳
レストラン アラジン...川崎 誠也
レストラン エドヤ...手塚 安久
レストラン ル ボヌール...竹内 正人
レストランレ・ミレジム...中村 大輔
レストラン・アルバス...四方田 雅彦
レピキュリアン...金子 哲也
ワインバー& レストラン Andeux
...並木 志朗
和の食 いがらし...五十嵐 明良
栄寿司...山本 正裕
㈱ピヨコ...佐々木 栄
季節の手料理 吟家...後藤 健次
季節料理 神楽坂 けん
...田中 健太郎
やまもと代々木上原...山本 哲
銀座ハプスブルク／ファイルヒェ
ン...神田 真吾
現代青森料理とワインのお店
ボワヴェール...川口 一智
御苑 炉庵...大嶋 徳次郎
菜彩
（さいさい）
グリルいしはら
...石原 宏喜
自家焙煎珈琲販売 ファインブロート
...外川 能久
手打ちうどん 瓢六...植月 元子
旬の味 たき下...滝下 雅博
小料理 湖月...佐藤 重行
斉藤辰夫料理スタジオ
...斉藤 辰夫
赤坂 割烹「ふじわら」...藤原 寿夫
曽我
（フェルミエール／マスタッ
シュ／大魚菜）
...曽我 忠祐
炭火串焼 YASAKA...石野 剛
炭火串焼 ちどり...中村 友昭
中国庶民料理 悟空...渡辺 徹
中国料理 香旬...津島 弘樹
天ぷら 畑中...畑中 宏祥
天外天...中川 優
田中屋...田中 延幸
日本 いわぶち...岩渕 弘之

卒業生オーナー店リスト

日本料理 衞藤...衞藤 進一
暮らしのRecipe キッチンスタジオ
...伯母 直美
豊月
（手打ちそば、割烹 豊月）
...長谷川 信代
北町 善知鳥...内山 健
北野商事
（ポワソンルージュ）
...木村 謙一
薬王寺「中むら」...中村 弘之
料理編集者・料理研究家 川津幸子
...川津 幸子
和洋御座敷料理 竹むら
...竹村 眞吾
眞由膳...谷沢 真由美
鮨処 よね山...米山 義高
出張料理人...岡部 美樹
Bistro glouton...小更 耕司
a piedi...水上 正太
久保田食堂...久保田 孝一
El Nuevo...新井 隆
手打ちそば汐見...汐見 健
新日本料理 翠祥...高橋 麻紀
天ぷら やました...山下 大介
restaurant à la Quiétude...荒木 英朗
Restaurant 団欒
...小林 敬典・小林 義明
Brasserie Gyoran...羽立 昌史
Avranches Guesnay...上霜 考二
佛蘭西料理・銀座 誠...栗原 誠
霞町 かしわ割烹しろう
...山﨑 志郎
Bar à vin M Jouer...大須賀 雅人
根津 たけもと...竹本 勝慶
二代目 葵...里吉 雄一郎
アカリベーカリー...高山 顕
Restaurant Charme...宮地 澄人
La fontana azzurra...中原 弘光
Artichoke...宮下 雄樹
Camino de Santiago...宮川 秀之
La Clairiere...柴田 秀之
vert de mer...田口 圭一
いしがみosteria...鈴木 智博
Benowa café in 郷土菓子研究社
...林 周作
restaurant Nabeno-Ism
...渡辺 雄一郎
PRÈS DE SHOIN...大杉 豪
フレンチ割烹とカクテルの店 銀座
すヾ木...鈴木 達也
L'atelier MOTOZO...藤田 統三
Un Grand Merci...松井 真菜美
Le Café des Trois Frères
...渡辺 あけみ
Organic Bakery mimi...小田島 弘美
和フレンチＫｏｍｏ
ｒ
ｅｂ
ｉ...林 和孝
グリル･グリラー・グリレスト
...大鳥 進吾
Bistro LUMIERE...加藤 慶子
御料理 辻...辻 佳明
...辻 政江
bistro épic...大賀 信之
0981 kyuei...小川 雄太郎
La maison finistère...沖 知充
Pâtisserie PORT SINCÈRE...細越 誠
Patisserie Boulangerieｔoiｔoiｔoi
...下高 光弘
南青山 創作和食 いと家
...伊藤 祐紀
ANNU Kunitachi-Sweets
...宮野 あゆ美
SOUL MATE COFFEE...林 香代
パティスリー ル ソレイユ le soleil
...臼井 寿
ビストロ サイトウ...斉藤 直樹
202 ニマルニ...森山 友良
うつつ川...松尾 芳憲
鮨 みつ川 六本木ヒルズ店
...光川 浩司
L'agrêable Esprit de GAMIN
...佐山 典義
粋種...長谷川 武宏
御成門 はる...小川 晴行
とんかつカンティーヌゆめみるこぶた
...木村 慎二郎
Cise...宮武 郁弥
bistro nid...黒葛原 徹
おかしやうっちー...内山 裕介
立川カフェ Stephan & Joe
...スラスステファン 一馬
titre sweets shop...小山 千尋
すし良月...前岩 和則
パティスリージンケ...堤 健治
ShinoiS...篠原 裕幸
肉酒場 Grill-Griller-Grillest
...大鳥 進吾
INFINI...金井 史章
taverna meta...篠崎 美野

理
OLTREVINO
（オルトレヴィーノ）
REPOS
（ルポ）
Sette
（Pizzeria e trattoria）
シェ・ケンタロウ
ヒルトン小田原株式会社
フレンチレストラン古我邸
（株式会社b.note）
横浜グランドインターコンチネンタ
ルホテル
横浜ロイヤルパークホテル
（株式
会社ロイヤルパークホテルズアン
ドリゾーツ）
株式会社 アッティモ
株式会社ＫＰＧＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
株式会社アジアンテイブル
株式会社アズッロ
株式会社アルテリーベ
株式会社ヴェール・ラ・リュミエール
（Naomi OGAKI）
横浜
株式会社オー・エス・シー
株式会社ダニーロ
（トラットリア ダ・テレーサ）
株式会社ディ
・アイ・オー企画
（葉山ホテル音羽ノ森）
株式会社ナチュラ
株式会社ノリ・コーポレーション
株式会社ビィバリュー（アマルフィイ）
株式会社リストランテレガ
株式会社ル プティクラージュ
株式会社レストラン鎌倉山
株式会社横浜ベイホテル東急
株式会社崎陽軒（イル・サッジオ、嘉宮）
株式会社四季の自然舎
（マホロバマインズ）
株式会社秋山商事
（リストランテ アルベロベッロ）
第百ゼネラル株式会社 ホテル横
浜キャメロットジャパン
有限会社エリゼ 光 アンテルナショナル
有限会社洋食キムラ
日本 理
ありがとう
ほどがや千成鮨
メルパルク株式会社
（ホテルメルパルク横浜）
割烹 いりかせ
株式会社キシマ
（きじま）
株式会社すずしん
（四季料理 右京）
株式会社九つ井
株式会社陣屋／株式会社陣屋コネクト
株式会社箱根湯本ホテル
（ラ・マニョーリア／箱根ヘ゛
ーカリー／
箱根暁庵）
有限会社石葉
理
株式会社Wakiya
株式会社重慶飯店
株式会社龍門
（中国四川料理 福禄寿）
株式会社聘珍樓
株式会社萬珍樓
MAISON GIVREE
（メゾン・ジブレー）
オ・プティ
・マタン
クロスカルチャー合同会社
（パティスリー ラ・マーレ・
ド・チャヤ／
和洋菓子輔 葉山 日影茶屋）
ケーキハウスNoriko
（ケーキハウスノリコ）
パティスリー ヤヤ
パティスリーエスポワール
ルアン
（アンプリュース）
花みずき
株式会社IKEDA
（パティスリー イケダ）
株式会社LA TABLE DE FRANCE
（ピュイサンス）
株式会社Toshimi Fujimoto
株式会社アノー
株式会社アンファン ネージュ
株式会社ガトー・
ド・ボワイヤージュ
株式会社クグラパン
株式会社ケーキハウスNoriko
株式会社ノア企画
（和楽紅屋、
フェーブ）
株式会社パティスリー アヴリル
株式会社ユニマットキャラバン
「ベルグの４月」
株式会社ロミユニ
株式会社梅や
（鎌倉 歐林洞）
丸和商事・レプラコーン合同会社
有限会社アン・プチ・パケ
有限会社イル・
ド・ショコラ
有限会社セ・ラ・セゾン
有限会社とろわふれえる
有限会社フロムワン
（パティスリー ストラスブール）
有限会社ラ・ベルデュール
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人
binot...阿部 剛
ル・
DONNER...藤原 宏一郎
株式会社コープビル
Enfant Neige...笹野 和夫
（ホテルニューオータニ長岡）
SHE LOVES CREPE...伊藤 真範
・学校・ ・ 食
灯...笹本 広大・笹本 真理絵
医療法人崇徳会
（長岡西病院）
株式会社富留屋古賀音庵
矢島ハム...矢島 淳一
・
・その他
キッチンスタジオジュイエ Juillet
AU RALENTI...澤田 俊太郎
株式会社クローバー
...木野 恵子
豪農の館 北方文化博物館
有限会社ホルトハウス
キャトル・フイユ...石割 友浩
...伊藤 珙子
ン
クッキングスクール...久保 香菜子
日本料理 蘭
ムール ア ラ ムール
旬の菜と旨い酒 おおはま
...佐藤 大介・佐藤 朋美
（Moulus a la Meule）
...大濱 幸恵
洋食屋 mamezou
ル・ミ
トロン
鮨処 そう...高橋 宗吾
...空閑 利幸・空閑 友美
（大場製パン株式会社）
竹やぶ ※箱根店店主
Patisserie Riz Riz...飯塚 恵子
株式会社Ｂｏｕ
ｌ
ａｎｇｅ
ｒ
ｉ
ｅ１４区
...阿部 智也
割烹 会野...會野 ゆかり・會野 優
株式会社boulangerie onni
ナチュラル菓子工房 citron
コンデトライマツモト...松本 金一
株式会社CLASTY
...大和田 芳実
バー 町田...町田 博
株式会社Raise セテュヌボンニデー
日本料理 鎌倉 阿寓...堀 秀隆
株式会社ｔ
ｒ
ｅｎ
ｔ
ｅｅ
ｔｕｎ
浦島...須藤 由彦
パティスリー エチエンヌ
レストラン アンフィートリヨン
（トランテアンブーランジュリーメチエ） ...藤本 美弥
株式会社ベルベ
...沼屋 宗康・沼屋 明子
パティスリー プティ
・パ...渡辺 誠
株式会社ポンパドウル
レストランフィーヌゼルブ
パティスリー プティ
・マルシェ
株式会社丸十ベーカリーシャルン
...外谷 直基
...菅野 堅司
（シャルン／ふくふく）
割烹 魚秀...大崎 恒平
パン食堂はるひ...大橋 由香
新潟前すし処 大寿司...上村 芳実
大場製パン株式会社
（ル・ミトロン） ミッシェル・ナカジマ...中嶋 秀之
かりん亭...増田 勝幸
有限会社ミチ
（ミチパン）
鎌倉薬膳アカデミー...山内 正惠
フ ・
Asao Garden...中村 聖
株式会社ピー・エス・コープ
IL FAVORE...五十君 暁
株式会社ビゴ東京
（ビゴの店）
Restaurant été...藤本 恵史
ル・
TROIS FRÈRES
株式会社箱根ホスピタリティ
...横瀬 将也・横瀬 妙子
（ハイアットリージェンシー箱根リゾー
アクアオリビン...柏 泰司
理
ト＆スパ）
うなぎ・割烹 大沼
（料亭 大沼）
ヒルトン小田原株式会社
オオサワグループ
...大沼 鉄二・大沼 早苗
（ヒルトン小田原リゾート＆スパ）
リバーリトリート 雅樂倶
エリゼ 光 アンテルナショナル
ローズホテル横浜 株式会社ロー
レストランシェ・フジイ
...六川 光
ズホテルズ・インターナショナル
宇奈月ホテル株式会社
クチーナジータ...藤田 博
株式会社ブライダルプロデュース
＜オリックスグループ＞
ケーキハウスノリコ...長田 敦幸
株式会社ホテルニューグランド
（宇奈月杉乃井ホテル）
近藤洋菓子店...稲田 有美
株式会社レンブラントホテルマネジ シチリア
株式会社ホライズン・ホテルズ 富
（Sicilia）
...杉浦 崇
メント
山ホテル事業所
すずの木カフェ...吉村 千絵
株式会社ロイヤルパークホテルズ
（ANAクラウンプラザホテル富山）
タベルナ バレーナ...三田村 倫宗
アンドリゾーツ
日本 理
中華そば 澤田屋...沢田 達也
株式会社横浜グランドインターコ
株式会社だい人
天ぷら ふく西 禅と匠...福西 儀光
ンチネンタルホテル
株式会社柿里
トラットリア・バロッコ...土屋 克己
株式会社強羅花壇
有限会社日本料理 山崎
とんかつ割烹松村
株式会社小田急リゾーツ
理
...老沼 武範・老沼 葉子
相鉄ホテル株式会社
（横浜ベイ
小籠湯包と旬菜中華 富包
パティスリー アルチザン
シェラトン ホテル＆タワーズ）
...増川 研二
第百ゼネラル株式会社 ホテル横
パティスリージラフ
パティスリー せぱまる...片野 純子
浜キャメロットジャパン
株式会社シャ・ノワール
パロマカフェ料理教室...奥津 静子
富士屋ホテル株式会社
株式会社ぷちロール
ピュイサンス...井上 薫
有限会社山の茶屋
・
・その他
フランス菓子 フロランタン
・学校・ ・ 食
株式会社ぷちジャパン ぷちロール
...中村 勉・中村 公仁代
ハーベスト株式会社
ル・
まいか亭...永田 正男
ヤマト食品株式会社
ホテルグランミラージュ日本海シー
やまはたのりこ 愛の料理
医療法人横浜平成会 平成横浜病院
ライン開発株式会社
...山畑 典子
医療法人社団藤和会 厚木佐藤病
リバーリトリート雅樂倶
アン・プチ・パケ...及川 太平
院・介護老人保健施設こまち
株式会社ホテルニューオータニ高岡
セイアッシュ
（ビストロ パリ
学校法人のぞみ学園 のぞみ幼稚園
その他
17区）
...石井 千洋
株式会社サンフレッセ
公益財団法人富山県文化振興財団
レ・シュー...倉内 正巳
株式会社サンユー
レストラン カッツ...立松 克之
株式会社メディス 関東本部
レストラン ラ・プラージュ
株式会社富士サービス
くし揚げ 勝...勝田 稔
...田中 義麻呂
社会福祉法人せいざん福祉会 介護
ティエン・コム・ベトナム...杉原 学
レストラン&カフェレカイエ
老人福祉施設 ケアホーム三浦
プチ・オワゾ...丸山 敦子
...鴨川 隆之
社会福祉法人関西中央福祉会 介護
フランス料理 Le premier
レストランBAN...伴 直樹
老人福祉施設 ヴィラ南本宿
...長田 和洋
レストラン一力...藤生 俊則
社会福祉法人関西中央福祉会 介護
菓子工房 ボヌール...藤田 幸
蕎亭 喜峰庵...栗本 貴好
老人保健施設 ケアホーム横浜
Délice...高平 公生
Queue de Lapin...米田 徳子
社会福祉法人喜寿福祉会
Shuu...藤岡 修平
La vie...池田 正信
社会福祉法人久遠園
イタリアンカフェラ・フォルトゥーナ
パン小屋 カシェット...亀 麻子
社会福祉法人幸仁会 介護老人福祉
...加須栄 隆治
ワインバー おつきさま... 道面 文子
施設 ヴィラ泉
オステリア 佐藤...佐藤 靖浩
麦のとき至...入山 豊
社会福祉法人道心会 介護老人福祉
パークイン ニューヨーク
MAISON GIVRÉE...江森 宏之
施設 ヴィラ横浜
...清水 邦夫
ミルハウス料理教室...澤田 健児
社会福祉法人兵庫福祉会 介護老人
パティスリージラフ...本郷 純一郎
Boulangerie Ensemble...木原 暁
福祉施設 ヴィラ桜ヶ丘
フランス菓子 アン･ファミーユ
Pâtisserie Le Negreco...清家 達也
...佐伯 修一
社会福祉法人平成記念会 介護老人
花みずき...伊藤 忠重
福祉施設 ヴィラ神奈川
ムッティファティ...中林 建
銀座 古川...古川 智久
社会福祉法人平成記念会 介護老人
スダチ...桶屋 基樹桶屋 慎次
PAN-MUCKURI...加藤 真紗美
Gelateria il Grazia...篠原 栄二
レストラン ラ・テューリップ
福祉施設 ヴィラ都筑
Ristorante La Soglia...田代 竜二
...中村 彰男
新富士病院グループ本部
日清医療食品株式会社 横浜支店
レストラン平松...平松 弘至
小仏蘭西...西川 明
認定こども園善隣園
焼菓子工房ペパン...高橋 玲子
幼年保護会 横浜中里学園・横浜家
天よし...熊谷 昌亮
庭学園（児童自立支援施設）
その他
髙田屋...丸山 武
オーケー株式会社
福助...西村 忠剛
オリックス・ホテルマネジメント
理
noce...泉 和雄
飲食ネット株式会社
NASPAニューオータニ
Pâtisserie Bonne Nouvelle
株式会社かたむすび
（HRTニューオータニ株式会社）
...茂村 真弓
株式会社みづほ野
株式会社Miracle Boats
茶寮 和香−にこか−
株式会社鎌倉紅谷
株式会社シェラリゾートホテルズ
...早川 勇人・早川 亜由美
株式会社成城石井
株式会社ステラユニード
中国食堂 月とパンダ
国立研究開発法人 水産研究・教
株式会社富士屋（著莪の里ゆめや） ...山川 智史
育機構
日本 理
三本珈琲株式会社
株式会社あららぎ
独立行政法人 海技教育機構
・
・その他
溶岩焼ダイニングcampus
株式会社LOTTE Hotel Arai
龍門商事株式会社
ン
（重慶飯店食品工場）
株式会社山重
（石窯パン工房 サフラン）
理
cucina NUMMA
Atelier LEKU ONA...彦坂 紗矢香
Ｓｐｅ
ｒ
ａｎｚａ株式会社
有限会社ラメール洋菓子店
有限会社レ・シュー
有限会社樫の樹洋菓子店
有限会社幸せの丘

山
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ラ・クロシェット
株式会社ケン・金沢ホテルマネジ
メント
（金沢白鳥路 ホテル山楽）
【プレミアホテルグループ】
株式会社ホテル・アローレ
株式会社金沢スカイホテル
株式会社川本
（プレミナンス）
日本 理
株式会社つば甚
株式会社金城樓
株式会社大友楼
株式会社百楽荘
株式会社味来コーポレーション
近江町海鮮丼家 ひら井
金沢まいもん寿司 株式会社エム
アンドケイ
合資会社あらや（あらや滔々庵）
合同会社鮨みつ川
辰口観光株式会社 まつさき
有限会社いたる
料亭 大友楼

日本 理
有限会社せくみ屋
（ホテルせくみ屋）
有限会社中松
（料亭中松）
mieux en mieux
（ミュウミュウ）
株式会社西洋菓子倶楽部
手づくり菓子工房 ペルシュ
・
・その他
株式会社竹内菓子舗
ル・
まつや千千 株式会社ホテルまつや
休暇村越前三国
・学校・ ・ 食
医療法人社団茜会

Carubonara Aggi...萩原 光秋
POPO Fujiwara...藤原 高明
イタリア料理 クッチーナ
...田中 淳也
越前生そば ながと...片山 長生
おいし家菜な花...高嶋 利夫
ケルン洋菓子店
ショコラトリー パティスリーカカオテ
ケーキハウスカタヤマ...片山 葉子
ケーキ工房 Mcountory
パティスリーシュクレ・プラージュ
株式会社 ウヴリル（Ｐａｔ
ｉ
ｓｓｅｒ
ｉ
ｅＯｆｕｋｕ） ...佐々木 美香
株式会社ふらん・どーる
タベルナ ピノリ...仁川 一夫
有限会社サンニコラ
馳走 竹庵...永田 洋史
有限会社マルフジ ケーキハウス マルフジ トラットリア チャオ...今川 誠蔵
洋菓子ケルン
パティスリー セラヴィ
！...猿橋 研吾
ン
ビストロ ぷう・あ・ぷう...池田 雅直
株式会社AU BON PAIN BIGOT
ビストロミオネー...池森 信敏
（オーボンパンビゴの店）
ル・ディアマン・ローズ...宮崎 崇
株式会社グランドホテル白山
レストラン すか〜い...柄田 典男
ル・
憩いの宿 旅館なかもと
加賀屋グループ
...中本 正弘
（株式会社加賀屋レストランシス
自家焙煎&欧風焼き菓子 エルザス
コーヒー...三田村 信孝
テム・株式会社加賀屋ゼネラル
フーヅ・株式会社加賀屋・株式会
旬味 泰平...杉田 泰英
松寿司 総本店...池田 敏浩
社加賀屋ホールディングス・株式
会社レグレット）
翠翔 大和田店...大岡 亮平
株式会社つるやホテル 山中支店
地魚もてなし 滝の川...荒矢 純一
株式会社金沢東急ホテル
中国菜館 桃李...岡本 嘉也
株式会社山田屋 花紫
S'Amuser...畑 和也
株式会社善吾楼
暮らしを奏でるパンの店 ランパル
川端の湯宿 滝亭
...山川 恭世
その他
株式会社トコシエ
（トランク、
ランタンなど）
株式会社森八

山

Bistro de La conti...中川 郁也
chocolaterie patisserie cacaote
...藤田 修平・藤田 ひとみ
MEGU...田中 義昭
PÂTISSERIE SUCRE PLAGE...山下 卓人
魚と台所おばん菜 ひなた
...秋田 等
鮨 歴々...光川 浩司
炭焼 333 SASAMI...岡田 千央美
ニューフルカワ...古川 貴余
リストランテ キタ...喜多 敦夫
割烹 魚常...北條 裕久
近江町海鮮丼家ひら井
...平井 慎太郎
中国菜館 白龍門／
かっぱ鮨...茶畠 孝司
割烹いしみ...石見 明男
カフェカントリー ロード
...竹田 伸一郎
コバタルーム...小幡 忍・小幡 光代
酒と人情料理いたる／魚焼いた
る／香林坊いたる...石黒 格
シェ・ヌウ...大橋 正純
シャンタル...点田 賢司
十月亭...高木 二郎
鮨 みつ川...光川 浩司
la clochette
...橋田 祐亮・橋田 香南子
天ぷら 小泉...小泉 清二郎
サン・ルイ...北村 純一
レストラン オオタ...大田 満昭
レストラン ベルナール...牛山 隆之
御料理 貴船...中川 清一
二三味珈琲shop舟小屋
...二三味 葉子
洋食屋 たぬき...紺 正明
Ogawaya Kitchen...吉松 誉雄
Candy Apple...松本 和哉
Gelateria mikette...中島 未貴

理
株式会社エスクリマネジメントパー
トナーズ
有限会社PINOCCHIO
有限会社ピノリ
（タベルナ ピノリ）

理
パスタ＆ピザガーデン マジョラム
フランス料理 キュイエット
（ＬａＣｕｅ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｔ
ｔ
ｅ）
株式会社セラヴィリゾート泉郷
株式会社共立フーズサービス
（ﾘｿﾞｰﾄ＆ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ事業）
有限会社RICHARD'S DINING
株式会社シャトレーゼ
ル・
株式会社富士レークホテル
その他
ハイランドリゾート株式会社

菜庭料理 尚起...三浦 尚起
Coffee&Restaurant さくら茶屋
La Passion...小林 一郎・小林 裕一
Hérisson dun jour...中村 裕
La Cueillette...山田 紫乃
Riz Cargo...小林 浩司
カフェアロア...木寺 千恵子
シェフドフランス...杉山 正一
ドゥ・ミール...名取 ようこ
ハーブガーデン四季の香り
...渡辺 利光
パティスリー ラヴィ...老平 沙織
ビストロ・ラ・ポンム...横内 伸郎
フェリーチェ...塚 貞二
ミオピアット...望月 美緒
リストランテ・ルーチェ...神田 真二
レストラン ボンマルシェ...吉田 有里
レストラン モリエール...野沢 博志
亜絲花...西谷 克己
居酒屋 ダンボ...増田 宏一
高級洋菓子専門店 アピロン
...勝村 茂
自家焙煎珈琲&スィーツのお店
カフェ・プラド...﨑山 竜輔・﨑山 恵
寿司・氷問屋 魚善
...村上 裕志・村上 有紀
Restaurant 亜絲花...森 美穂

理
Restaurant TOEDA
安達事業グループ
（ホテルグリーンプラザ）

株式会社ホテル 紅や
株式会社明神館（明神館／ヒカリヤ）
杉乃井ホテル＆リゾート株式会社
（蓼科グランドホテル 滝の湯）
有限会社Ｒｙｏｕｂ
ｉ
（エルミタージュ・
ドゥ・タムラ）
有限会社ジャンリッツ
有限会社フジキ
（オーベルジュエスポワール）
有限会社美洋
（レストラン ル・ベルクール軽井沢）
養命酒製造株式会社 リテール事
業部
（くらすわ）
日本 理
株式会社フォンス
お菓子工房 ル・ポミエ
パティスリー・セルクル
株式会社デザートランドりんごの木
株式会社北川製菓
（ル・ノール・ルヴィエール）
株式会社開運堂
・
・その他
有限会社石川
ン
株式会社スヰト
ル・
オーベルジュ・
ド・プリマヴェーラ
シルクホテル中田製絲株式会社
ホテル ブエナビスタ
（東洋観光事業株式会社 アルピ
コホテルグループ）
株式会社ホテル紅や
株式会社五千尺
（五千尺ホテル／ファイブホルン）
株式会社長野ホテル犀北館
東洋観光事業株式会社 アルピコ
プラザホテル
東洋観光事業株式会社
（ホテル翔峰）
・学校・ ・ 食
株式会社デリクックちくま
社会福祉法人敬老園
日清医療食品株式会社 中部支店
その他
株式会社アトリエドフロマージュ
中央アルプス観光株式会社
有限会社サンコーポレーション
（３びきのこぶた）

旬菜麺酒つた弥
...宮澤 透・宮澤 達
そば切りてる坊...山西 輝和
手作りパン工房 穂の花
...鍵田 知子
ル・パステ...堀田 卓子
無彩庵池田...池田 昌章
アベニュードゥラリベルテ 橋倉
...橋倉 直樹
キャトルフィーユ...市岡 真理子
四川系中国料理 菜彩
...森山 智司
シュール・ジャポン
（プリマヴェーラ）
...小沼 康行
双色の源泉 山水館信濃
...奥灘 充
芭蕉・土居人...田中 克次
パティスリー ラ・スール
...神戸 みのり
パティスリー・ヴァールマタン
...岩井 聡
パティスリー・カズーリー
...大日向 和美
パティスリー・セルクル...藤沢 勉
ビストロ ラパン
...丸山 良彰・丸山 美和
フランス料理 ラヴニール...増田 宏
ペンショングリーンピース
...川田 泰三
ジャンリッツ／Restaurant Brand's Can
...笹沢 幸司
レストランピーター...坂本 逸人
囲炉裏と懐石料理と
露天風呂の宿 藜菴...稲垣 明子
桂旅館...武井 英之
黒姫高原の宿 アルマナック
...木村 義和・木村 和美
山の庭 タンネ...里野 モミイチ
自家焙煎珈琲 カフェ・
トロピコ
...押部 伊津美
有心亭...柴野 有史
洋菓子のシャルム...松永 ひろ美
Maison du Jambon de HIMEKI
...藤原 伸彦
Good Old Land...橋本 友紀
Palganpot...井上 淑枝
福岡キッチン...福岡 弘道

理
イタリア料理 Ａｄｕｅｐａｓｓ
ｉリラ
井ざわ
（澤千グループ）
株式会社yujin
（リリアーヌ）
株式会社トレゾー・デュ・ジャポン
株式会社高陽社（HOTEL KOYO）
有限会社クッチーナ
日本 理
奥飛騨薬師のゆ本陣
株式会社スリーワイ・エム・ディ
（ニューオーサカホテル）
株式会社ティー・アイ・エフ
株式会社ホテルパーク
株式会社本陣平野屋
有限会社スピリット 花串庵
有限会社ヤマシゲ
（魚茂）
有限会社レストラン琴川
理
株式会社ＮＡＮ
（四川料理 開化亭）
パティスリー アタッシェ
株式会社Sweets homare
株式会社オー・デリス・
ドゥ・シバタ
株式会社フランセヤノ
有限会社フランボワーズ
・
・その他
株式会社恵那寿や
ン
グルマンマルセ株式会社
ル・
株式会社高山グリーンホテル
株式会社水明館
・学校・ ・ 食
トーカイフーズ株式会社
その他
株式会社レスト関ケ原
株式会社近鉄・都ホテルズ 岐阜
都ホテル

Abeille.S
（アベイエ.エス）
...島田 郁子
cake shop wakattasan..若尾 和代
日本料理 徳専...森 徳成
ラ・パティスリーりぼん...山賀 浩二
BAKERY CANNON...平岩 大朋
cafe MaBiche...亀山 久美子
niwa...長屋 美香
キャロット／焼肉亭ばりきや
...渡辺 剛
キュルティヴァトゥール
...成瀬 由三子
京都有喜屋 和蕎庵...古川 和美
パティスリー ル・バニ−エ
...鳥村 拓弘
ビストロミジョテ...小池 辰巳
プチホテルレストラン ホワイトルン
ゼ...熊本 ゆうこ
フランス料理 みやけ...三宅 正美
リストランテ 山帰来...中島 正男
レストラン LE MIDI...田上 克憲
懐石遊膳 螢...田中 幸好
日本料理 水野...水野 貫治
食べ処 呑み処 美膳...元木 ゆう子
味 たかはし...高橋 友晴
洋食MOQLEN...遠藤 宏昌
魯庵本店...水野 俊三
手作り和菓子カフェまろん
...浅野 敦子
Chez Koni...小西 克宣
PATISSERIE PÊCHE...長屋 百々香
chateau d'akiko（シャトー アキコ）
...村田 明喜子
タルトのお店 ブラウン・シュガー
...神谷 夏海

理
arcana izu アルカナイズ
（株式会社Dress）
ＡＴＥＬ
Ｉ
ＥＲ＿Ｍ．
Ｏ．
Ｆ
（アトリエ エムオーエフ）
La La GOTENBA
（ララ御殿場）
ホテル＆リゾート
オリックス・ホテルマネジメント
（大月ホテル和風館・ホテルミクラス）
ホテルクラウンパレス浜松
ホテルマネージメントインターナショ
ナル株式会社
（調布クレストンホテル）
レストランシャポー
株式会社アルカサバ
会社ホテル小田急静岡
（ホテルセ
ンチュリー静岡）
株式会社伊豆今井浜東急ホテル
株式会社下田東急ホテル

株式会社静岡カントリー浜岡コー
ス＆ホテル
（静岡カントリーグループ）
株式会社鳥善（ル・グラン・ミラージュ）
株式会社日本平ホテル
国際観光資源開発株式会社
日本 理
ＦＪリゾートマネジメント㈱
（伊東遊季亭、玉峰館）
株式会社なすび
志ほみや観光株式会社
（熱海温泉 湯宿一番地）
沼津魚がし鮨 沓間水産株式会社
日本料理 繁松
Ｐａ
ｔ
ｉ
ｓｓｅ
ｒ
ｉ
ｅＶＥＲＴＣＬＡ
Ｉ
Ｒ
（パティスリー・ヴェール・クレール）
お茶の実の雪うさぎ工房有限会社
ラッシュ株式会社
（キルフェボン）
菓蔵SUZUKI
株式会社クインビーガーデン
株式会社サン・ラファエル
株式会社まるたや洋菓子店
株式会社もちのき
旬彩創菓 菓南
有限会社シェ・イリエ
有限会社シェ・ヒロ
有限会社ミラベル
有限会社若木
有限会社草里

レストラン パルパスタ...倉田 健司
割烹 やま和季...山脇 隆
蕎麦うどん和食 利久庵
...中村 兼吉
喰処ばぁ幸...岡村 佐知子
寿康斎 保養軒...新井 良行
舟小屋...高橋 修
鶴亀鰻寮
...伊藤 正比呂・伊藤 友之
路幵妥珈琲館...石田 昌義
Vanillako...塚本 由香里
レストランシャポー...角田 憲保

知

理
PASTA & DESSERT zaki
セブンヒルズ株式会社
とんかつ懐石 こざくら
メルパルク株式会社
（ホテルメル
パルク名古屋）
レストランペルージュ
株式会社CANVAS
株式会社COOKA
（かいえん 海鮮と
日本酒の専門店）
株式会社Ｐ
ｌ
ａｎ
・Ｄｏ
・Ｓｅｅ
・Ｔｏｋａ
ｉ
株式会社SWITCH BACK
株式会社アメーバホールディングス
株式会社雅心苑
（オードヴィーグループ）
・
・その他
株式会社アルカンシエル
有限会社リュミエール
株式会社アンティキ
有限会社小戸橋製菓
（小戸橋製
株式会社オークードブルゴーニュ
菓天城本店）
（Shinji Koga シンジ コガ）
株式会社キタムラコーポレーショ
ン
株式会社ウィンウィンピーターパン
ン・アン
（ラ･グランターブルドゥキ
タムラ）
株式会社バンデロール
株式会社キャナリィ
・ロウ
株式会社ヤタロー
（シャンボール、治一郎）
株式会社クレールコーポレーション
株式会社サラダボウル
株式会社大羽
株式会社トレスペクト
有限会社松葉屋 ベックファン
株式会社ナカモサンルート
ル・
株式会社フジケン
R&Mリゾート株式会社
（三河湾リゾートリンクス）
オークラアクトシティホテルマネジ
株式会社プリエール＆インテリジェンス
メント株式会社
オリックス・ホテルマネジメント株式
株式会社プログレス
（キャナリィ
・
会社
（大月ホテル和風館・ホテルミ ロゥ、
ルイジアナ・ママ）
クラス）
株式会社ブロンコビリー
ホテルマネージメントインターナショ 株式会社ホテルグランコート名古
ナル株式会社
（グランドホテル浜
屋
（ANAクラウンプラザホテル グラ
松）
ンコート名古屋）
ホテル四季の蔵
株式会社マリノ
株式会社アクア・グリーン
株式会社ラ・ヴェレゾン
株式会社つるやホテル
（ラ・フロレゾン・
ドゥ・タケウチ）
株式会社ホテルニューアカオ
株式会社名古屋観光ホテル
株式会社中島屋ホテルズ
東名ゴルフ株式会社
国際観光資源開発株式会社
有限会社文化洋食店
（熱海パールスターホテル）
日本 理
静岡カントリーグループ 株式会社
イサン株式会社
日本平ホテル
（かに家、
かに将軍、
つれづれ）
・学校・ ・ 食
ふじ原
医療法人財団百葉の会
懐石処 末木
株式会社Free Foods
株式会社いわきゅう
株式会社か茂免
イダル
株式会社鳥善
株式会社くすむら
株式会社よし川
その他
株式会社暖香園・金剛商事株式会社
株式会社リブレ
有限会社レキップ・
ド・ニコ
株式会社レ・ヴァン
株式会社嘉文
株式会社札幌かに本家
FURAIPAN...田中 健一
株式会社山本屋本店
開花...杉山 一茂
株式会社八勝館
しゃり亭...伊奈 豊
株式会社備長
連理...尾上 成彰
株式会社蓬莱軒
伊豆菓子工房KAORI...御宿 かおり
株式会社木曽路
中国四川料理 桃翠茶寮
魚兼
...渡会 寿美男
月見すし
尾形クッキングスタジオ
御料理 喜想菴
...尾形 よし枝
有限会社まるや本店
rakuen...野一色 啓介
有限会社漁場
RISTORANTE MASSIMO...宮城島 力
有限会社玉川
SWEET BEN...和田 吉正・和田 昌子
有限会社松寿司
お菓子工房 ふぁんている
有限会社長久手ひらのや
（そば料
...森田 晃宜
理 日本料理 ひらのや）
カフェ& パブリックダイナー TROMBA
理
...増田 篤志
株式会社ファイブレシピ
サン・ジャック...濱田 真信
株式会社浜木綿
シェ・モリヤ...守屋 美香
株式会社鳳凰
チャイナハウス せいと...竹田 政利
有限会社欣永
パティスリーオムリブル
（四川料理 錦城）
...永野 進也
有限会社明佑
ペンション サザンウィンドゥ
...内田 秀樹
ＰＬＡＣＥａｕＳＯＬＥ
Ｉ
Ｌ
マルゲリータ...山川 二朗
ケーキハウス スズキプランタン
ムッシュ・タキの店...深田 孝義
ドゥリエール・サンク
入妻中村義雄商店...中村 充孝
パティスリーミルグレイ
ラ･セゾン・デ･プリムール
パティスリー ラ・レネット
...山田 秋晴
ベーグジャパン株式会社
ララ洋菓子店 パティスリーララ
ラ・カンパーニュ
...菊川 儀明
株式会社 オー・デリス・
ドゥ・シバタ
料理 いなば...稲葉 嘉隆
株式会社ハーブスグローイング
ル・ポティロン...西井 浩一
株式会社フォルテシモアッシュ
レ・
トゥーヌソル...山田 辰巳
（フォルテシモアッシュ）

カフェドシェフ...野々山 和夫
株式会社プレジィール
（グラマシー
／キースマンハッタン／オードリー・ 株式会社サイトウ...斉藤 泰廣
ラ・プーラルド...磯村 英次
ファウンドリー）
極麺 輝...安部 泰輝
株式会社モン・モ・ディス
旭軒...蟹江 健史・蟹江 孝子
（Patisserie Mont‐mo‐dix）
珈琲呑喰 豆の樹...服田 光代
株式会社ラ・ティアール
ステーキ 侍...小野 淳
株式会社ル・ソレイユ
ダダ・コーポレーション
（町の洋食屋
株式会社一蔵
（キャメロットヒル
文化亭）
...小泉 敦嗣
ズ、
グラストニア、百花籠）
パティスリー& ショコラセルフィーユ
株式会社高砂本家
豊川本店...権田 啓嗣
有限会社アベニール
ビジネスホテル スマイル
有限会社お菓子屋レニエ
...河合 秀直
有限会社ダウニー
ビストロ プティル...小島 克修
有限会社マリエ・
ドゥ・ヒロ
フードシステムサポート...種村 康典
有限会社みどり菓房 若葉
フランス料理 アニス・ヴェール
（パティスリーＦＵＫＡＹＡ）
...若山 純
有限会社ミュゲット
フランス料理 アンフュージョン
有限会社沢来
...大河内 徹・大河内 千佳
・
・その他
満愛貴...水谷 政紀
株式会社 モン・モ・ディス
コーダイ
（ペール・ノエル）
株式会社菓子工房くむら
...小島 幸代
株式会社弁才天
パスタビーノ...中村 哲也
有限会社寺田三五郎商店
稲繁フードグループ／和食処 稲
ン
繁
フジパングループ本社株式会社
他数店舗...稲吉 繁
ル・プレジール・デュ・パン
株式会社オールハーツ・カンパニー
中華楼...大塚 隆弘
株式会社トラムスコープ
洋菓子工房 プレッツェル
株式会社梅花堂キャンデーストアー
...神谷 宗利
（ル・シュプレーム）
ラミ・
ドゥ・バニーユ...山本 一勢
フ ・
リストランテトラステヴェレ
株式会社岩井文男美容室（air café） ...宮田 尚人
株式会社重光
リストランテ・フラスカティ
（株式会社ハーブスグローイング）
...榊原 弘盛
有限会社ダウニー
（カフェダウニー） ル・ショコラ・セルフィーユ 三ノ輪店
有限会社ダウニーイースト
...権田 啓嗣
（ブラウン珈琲）
レストラン CHEZ．
MIYACHI
有限会社ブリコラージュ
...宮地 洋一
ル・
レストラン ペルージュ...今泉 智成
ヒルトン名古屋
ワダコーヒー 香琲豆屋 珈楽
（名古屋ヒルトン株式会社）
...和田 康裕
メナード青山リゾート日本メナード
伊藤商事
（和風レストラン みやび）
化粧品株式会社
...伊藤 雅己
リゾートトラスト株式会社 西日本エ
会席 小久保...小久保 公正
リア採用
梶川...梶川 典昭
株式会社サーラホテル＆レストランズ
気晴亭...加藤 慎二
株式会社ジェイアール東海ホテルズ
京料理 松亀...長屋 道松
株式会社名古屋東急ホテル
串へい・魚へい...藤井 三保
株式会社名鉄トヨタホテル
佐宗...佐宗 正美
・学校・ ・ 食
寿司割烹 仙岳...稲葉 旨俊
株式会社ティー・エフ・ピー
清鮨...二村 浩康
社会福祉法人ねむの木
中国料理 彩華...辻 信也
日清医療食品株式会社（名古屋支店） 萩ノ屋本舗
（4店舗）
...萩原 秀俊
日本ゼネラルフード株式会社
八丁魚光...渡辺 英二
イダル
洋食屋 林檎亭...林 誠司
マリクオーレ 株式会社アサヒプロ
Mamei de cake...坪内 麻美
カラー
和創ふんりんかんぎり...片桐 祥樹
株式会社ブライド・
トゥー・ビー
Pâtisserie L ECRIN DE YUMIKO
株式会社ブラス
...岸 裕美子
株式会社創寫舘
Settanta...成瀬 洋之
その他
中國菜 神谷...神谷 隆徳
KYKグループ 株式会社曲田商店
中国料理 翔園...松下 智己
ヴライト株式会社
（想吃担担面）
コルネ専門店 cornerco-コルネルコ
株式会社DREAM ON COMPANY
...山下 哲平
株式会社HIRO
BLANCHIR...鈴木 司
株式会社Ｌ＆Ｅ
（居酒屋つばさや）
L'éclat de rire...近藤 招宏
株式会社ジー・テイスト
㐂想庵...鈴木 衛／鈴木 美和
株式会社マルミツポテリ
ヌーベル中華 陸羽...加藤 健二郎
株式会社ヨシックス
Noisette...宮本 恵美子
株式会社奥志摩グループ
株式会社大勝物産
杉本食肉産業 株式会社
（スギモトグループ）
大盛鮮魚カツオ
有限会社ポンレヴェック
理
株式会社HINATA
BISTRO DIA...水口 大輔
株式会社PALME
Cafe and Dining 桜moon...鍋田 道宏
株式会社柿安本店
Sushi Dining Kugi...釘宮 佑輔
株式会社近鉄・都ホテルズ
居酒屋 房や...増山 北斗
（志摩観光ホテル）
燻家 炭炭...伴 実典
志摩リゾートマネジメント株式会社
プリエール&インテリジェンス
（アマネム）
鳥羽シーサイドホテル株式会社
...中村 泰隆
タカハシ
（江南 いちごや）
日本 理
...高橋 良
株式会社サノプランニング
株式会社サン・サービス
（ホテル季の座）
A Piece of Pie!...高野 久美子
株式会社サン浦島
Chez Shibata 名古屋店...柴田 武
理
Japanese Restaurant ゆめぼん
株式会社伊勢禄
...杉浦 弘子
有限会社中国菜館 盧山
L'Assiette de SHIBATA...柴田 武
PATISSERIE Fraise...佐野 文昭
Patissierie Chez Nino
RIKA Chocolat
（お菓子教室）
（パティスリーシェ・ニノ）
...藤井 里花
アトリエ・オランジェ
Sonne Garten
（Meisterかきぬまs
パティスリー キュルミネ
Backstube）
...柿沼 理
パティスリーサンタ
アルプス洋菓子店...浦崎 裕子
ミルク有限会社
イタリア食堂 Bella Luna
メルヴェイユ
...武藤 和弘
株式会社エトワール・
ｆ
・フィランテ
イタリア料理 アモリーノ...政木 強
株式会社モナミ
お菓子の家 アンファンス
有限会社シェリール
...小笠原 浩司
有限会社タンブラン
香嵐亭...浅井 博人
有限会社モンマルトル小泉
ガトー・デュラ・メール・スリアン
...栗本 佳夫

重

・
・その他
Saint-Michel株式会社
株式会社CARNERO FARM
株式会社赤福
ン
株式会社ドミニク・
ドゥーセの店
フ ・
JOLION株式会社
ル・
伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社
株式会社プラトンホテル
・学校・ ・ 食
一般社団法人信貴山病院 分院
上野病院
社会医療法人畿内会 岡波総合病院
社会福祉法人平成福祉会 介護
老人福祉施設 ヴィラ四日市
イダル
株式会社華王殿
その他
株式会社グリーンズ
長島観光開発株式会社
有限会社キースン
（焼肉料理 食道園）

Atelier ORANGÉ...小林 史明
Atori〜Itaria e Fumo〜
...木村 正浩
Boulangerie Tontin...下村 卓
KiKi...水谷 嬉々
うなぎ料理 川新...大橋 芳光
豆舗 豆茂...茂谷 守
野菜食堂 ななかまど...小林 みどり
喜場〜よろこば〜...小柴 大地
和味旬菜 こま...駒田 匡史
居酒屋 たかちゃん...崎 高広
浜の雅亭 一井...井村 義仁
お菓子茶屋 1010banchi
...小泉 直也
Bistro Champ...瀬古 敬介
Chinese Dining 翠花...久保田 淳也
Jouer deu Tanblan...加藤 宗敏
LA PALME D'OR／PATISSERIE LA
PALME D'OR...後藤 雅司
Pâtisserie Chez Nino...二宮 幸介
Ryu...小倉 龍介
アルトドルフ...冨森 勝
イタリアンリストランテシスティーナ
...竹野 祐司
うお長...板崎 清隆
おでんのオサム...加藤 理
おとや...北村 比佐郎
美山...坂口 康宏
ジャンティーユ...井上 純
鮨 暁...寺田 信也
寿し萬...近藤 修一郎
そば処 福美...福田 憲幸
中国料理 楽山居...中尾 康
中国名菜しらかわ...白川 貴久
手打ち麺処にしい...西飯 功
ドゥース・
ド・フランス・カフェ
...倉世古 和弘
敏の味...増田 敏弘
日本料理 さらさ廣...田中 勝佳
野杏...前田 浩
パティスリーキュルミネ...野島 隆伸
ビジネスホテル 万徳...新 光一
ミカ・マーレ...中村 哲
ミルク／cake&cafe milk...中野 雅代
かし処さわだ一休庵...澤田 克洋
藤一水...藤林 孝行
ランセン...奥山 和也
ル・バンボッシュ...福井 隆一
レストラン ラ・メール...稲葉 正利
レストラン 西洋軒...杉浦 裕次
手打うどんそば きのさき
...竹内 寛治
美酒遊膳 二冨士 NIFUJI
...間宮 玲央奈
味わい和食屋 友一...伊藤 友昭
グラッソ／タベルナ・グラッソ
...伊藤 功
料理四日市 もりなが...森永 秋広
和洋彩々実りの食卓 まんまろ
...杉浦 雄一
私房菜 きた川...北川 佳寛
Boulangerie papan...栗岡 和久
古民家 イタリアン オステリアciao
...髙嶋拓美
L étude...山本 学

理
株式会社フレーバー
株式会社ボノボーノ
（オリーブキッチン）
株式会社醍醐
森島商事株式会社
東洋ビルホーム株式会社
（ラベルヴィ）

卒業生オーナー店リスト

株式会社TY
（リストランテ キメラ）
有限会社フューチャーダイニング
（アニバーサリーレストラン プレーゴ） 株式会社エイジェックスコミュニ
ケーションズ
（THE THREE BEARS）
日本 理
株式会社一休庵
株式会社オートアンドハウス SERENO食堂
株式会社一圓興産
株式会社キャピタル東洋亭本店
株式会社住文
株式会社グラマラスフード
（ダニエルズ）
株式会社ゴリップ
株式会社招福楼
株式会社ザックエンタープライズ
株式会社瑞鶴メディカルエンター
（セカンドハウス）
プライズ 長命ずいかくの湯
株式会社ドルフホームズ
株式会社本家つる喜
株式会社ブライトンコーポレーション
株式会社木馬
徳山鮓
（京都ブライトンホテル）
理
株式会社ホテルＷマネジメント
あたか商事株式会社
（Ｍギャラリー京都）
湖南飯店
株式会社ボルドー
石原産業株式会
株式会社ルディコ
株式会社円居
le-hanon ルハノン
株式会社近鉄・都ホテルズ ウェス
たねやグループ
ティン都ホテル京都
社会福祉法人ひかり福祉会
株式会社近鉄・都ホテルズ 都ホ
・
・その他
テル 京都八条
スールポッシュ
株式会社光貴
株式会社パレット
（ヴォヤージュドゥルミエール）
株式会社大彌
株式会社幸膳
有限会社とも栄菓舗
（祇園 おくむら、匠 奥村）
ン
株式会社智光
株式会社エム・ツー・コーポレーション
株式会社長谷ホテルシステムズ
株式会社かふか
（ぱん処 和水や） 祇園MIKUNI
株式会社パンドゥマルシェ
先斗町 禊川（株式会社サンセリテ）
フ ・
有限会社さか
株式会社トモコ・グローバルスタイル
有限会社シーアンドディー
（cafe&Diningらんちょす。）
有限会社ベルクール
ル・
有限会社よねむら
ロイヤルオークホテル スパ&ガーデン
有限会社レ・シャンドール
ズ 株式会社ロイヤルオークリゾート
有限会社神戸開花亭
株式会社三栄開発ホテルレイク
有限会社大仲
ヴィラ
（タラオカントリークラブ）
有限会社凛Ｓｔ
ｙ
ｌ
ｅ
・学校・ ・ 食
日本 理
医療法人若葉会 松島産婦人科医院
Kakyo 花鏡
株式会社ミールサービスたにぐち
Land Bell Japan株式会社
（五けんしも）
大津赤十字病院
MASTERMIND株式会社
その他
サンプラザ万助
株式会社クラブハリエ
なみじ
むろい
河久
Mia CASA...中野 裕子
割烹 千ひろ
中国料理 招禄...西村 徹也
株式会社SHIN-FRONTIER
パティスリーＴ-マファッソン
株式会社ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ−ＲＡＮＧＥ
...東條 三雄
株式会社アイエス
Lo Splendore...尾川 源貴
株式会社いづ重
Pâtisserie Aux Bons Cadeaux
株式会社エイチアンド
...村方 純
アールコーポレーション
いた清...堀井 弘行
株式会社たん熊北店
カフェフェリーチェ...野村 昌嗣
株式会社ちもと
さざ波...野村 茂樹
株式会社つる家
シェ・ムートン...木田 羊一
株式会社もみぢ家
シェリー...藤井 敬子
株式会社やげん堀グループ
つるや旅館...川田 吉丈
株式会社下鴨茶寮
フランス料理 Apaiser...小川 彰彦
株式会社喜久屋駒井
フレンチダイニングビス
トロ ルポルポ
株式会社祇園土井
...清水 久幸
株式会社菊の井
レストランミラベル...松尾 信哉
株式会社魚三楼
わ田作...和田 宏
株式会社京都吉兆
井倉
（洋菓子店 クプル・ピュセ）
株式会社高台寺和久傳
...井倉 一之進
株式会社彩
（回転寿司 喜楽）
近江牛肉レストラン 岡喜本店
株式会社三友居
...岡山 稔明
株式会社紫野和久傳
湖華舞...中原 明美
株式会社神戸たん熊
湖南飯店...松井 勝
株式会社清和荘
川魚料理 ちか定...近持 博司
株式会社鶴清
地鶏料理 味千両...服部 浩斉
株式会社美登幸
洋菓子工房 La Noix...横田 悦子
株式会社美濃吉
La Libellule...長尾 知師
株式会社美濃吉食品
株式会社福助
株式会社油屋
（奥伊根温泉 油屋）
株式会社六盛
株式会社圓堂
（天ぷら圓堂）
祇園くらした
祇園新橋中谷
理
京とうふ藤野株式会社
ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
京料理 岡庄
Ｂｉ
ｓ
ｔ
ｒｏＴｏｒｅａｄｏｒ
（ビストロトレアドール） 京料理 修伯
Ｃａｎ
ｔ
ｉ
ｎａＡｒ
ｃｏ
京料理 竹林 本店
comme ci comme ca
（コムシコムサ）
京料理 木乃婦
（株式会社木乃婦）
mount ocean株式会社
京料理・抹茶料理 辰巳屋
（Ｒｅｓ
ｔ
ａｕ
ｒ
ａｎ
ｔＯｂａｓｅ）
（有限会社辰巳屋）
PIZZA & GRILL ITALIAN BAR IL PAZZINI
近又
Restaurant Droit
研覃 ほりべ
イタリア料理 アンティコ
御幸町 田がわ
オルト／カレープラント
御料理 味舌
カーサ・ビアンカ
炭屋旅館
グリルにんじん株式会社
藤産業有限会社 京料理直心房さいき
スター株式会社
柊家株式会社
（柊家旅館）
ピエールプレシウーズ
平等院表参道 竹林
フィオリスカ
有限会社ｆ．
ａ．
ｐ
フランス料理 おがわ
有限会社雲月
メルパルク株式会社（メルパルク京都） 有限会社京都 八百忠
リストランテ ディボ・ディバ
有限会社厨厨
ルチアーノ
有限会社辰巳屋
ルルソン キ ボア
（京料理・抹茶料理 辰巳屋）
株式会社i food service（Restaurant MOTOI） 有限会社天喜
株式会社Ludico（イカリヤ食堂 ほか） 有限会社豆 枝魯枝魯
株式会社Plan・Do・See 京都
有限会社枕川楼
株式会社ＴｈｅＳａ
ｉ
ｌ
ｉ
ｎｇ
萬亀楼
（ダイヤモンドダイニンググループ）
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人
理
株式会社イークリエイト
株式会社ウェイシン・
クリエイティブハウス
株式会社京都清華園
株式会社大鵬

日清医療食品株式会社
（ヘルスケ フランス料理 ア・ターブル
アフードサービスセンター京都、
ヘ
...藤井 美会
ルスケアフードファクトリー亀岡）
フランス料理店 à peu près
武田病院グループ
...竹村 瑞穂
イダル
マリクッキングサロン...広瀬 まり
高見株式会社
（TAKAMI BRIDAL）
ツア・クローネ
その他
...阪本 秀伸・阪本 佐季子
＋Ｍａ
ｒ
ｓｈＭａ
ｌ
ｌ
ｏｗ
（マシュマロウ）
フレンドフーズ有限会社
ラ・メゾン・
ドゥース...宮川 則身
よーじやグループ 株式会社國枝
Ｒ・Ｈａｐｐｙ
（アールハッピー）
レ・シャンドール...高橋 渉
オオマエ
商店／株式会社よーじや りゅう庵
レ・フレール・ムトウ 岩倉本店
ロンドグループ
（ロンドフードサービ
タンタシオン・ダンジュ
...武藤 康司
パティスリー オペラ
ス㈱／京都ロンド㈱）
レストラン DAIJO...吉田 大乗
株式会社アウルコーポレーション・ レストラン セルドール...山田 有己
パティスリークルクリュ
パティスリー ル・フルティエ
株式会社ポラリス
楽膳 柿沼...柿沼 秀直
株式会社タガヤ
パティスリー洛甘舎
京彩和食 こばやし...児林 敦史
（山豊テグス株式会社）
株式会社テモテ
（味味香）
京都石焼ラーメン 兎家...岩佐 優
株式会社フクナガ
ラマルティーヌ
京料理 桜井屋
（味処 鷹新）
レ・フレール・ムトウ
株式会社モリタ屋
...原口 良一
株式会社リーフパブリケーションズ
株式会社JEAN-PAUL HEVIN JAPAN
熊魚庵たん熊北店
株式会社ハトヤ瑞鳳閣 バイカル事業部
株式会社岡北
（複数店舗あり）
...宮 慎一
株式会社ビオスタイル
（京うどん 生蕎麦 おかきた）
江戸京...村上 淳
株式会社フランソア
株式会社阪急オアシス
高田商事
（たかた荘）
...高田 義己
株式会社フランソア洋菓子店
株式会社山田製油
手作りケーキの店 ミルク
株式会社ルパティシエヤマダ
株式会社西浅
...杉田 豊美
有限会社ツァ・クローネ
株式会社伏雲水
手作り惣菜・お弁当の店
有限会社ナチュールシロモト
株式会社暮忍
（串だいにんぐ炭焼
おばんさいや...川越 秀洋
有限会社フランス菓子ジョフラン
浪漫家、
とり匠フク井）
酒房 小洛...大八木 宏明
有限会社一善や
京都大学熊野寮食堂運営会
創作和食料理店｢宗 SOU｣
有限会社よねむら
（新門前 米村） ...橋詰 宗紹
ぎをん 小森
有限会社鳥名子
丹後旅の宿 万助楼...大町 英継
株式会社笹屋昌園
中華処 揚子江...本城 悦男
株式会社鶴屋吉信
中国料理 游鈴...鈴木 安夫
・
・その他
blanc pierre...白石 健一
味工房うえ川...上川 秀和
株式会社オオマエ
cafe costa del sol...西村 大介
味味香
（テモテフーズ）
株式会社仙太郎
cafe de corazon...川口 勝
...平岡 良彦
株式会社足立音衛門
il filo...和田 康則
遊膳酒望 入栄...江口 正美
株式会社与楽
kashiya...藤田 怜美
洋食屋コートレット...黒河内 聡
彩韻菓子工房有限会社
KONDITOREI Maus...三好 由美子
洋風菓子処 田むら...田村 仁志
有限会社菓欒
Kunel〜Bagel×Bread〜
料理旅館 ほん梅の里...大西 敏之
朧八瑞雲堂
...上田 優子
和ごころ 泉...泉 昌樹
ン
ristorante NAKAMOTO...仲本 章宏
petite clochette...芦田 美鈴
ワルダー
Tatsuki...藤原 達樹
あなご料理 大金...大金 尚昌
株式会社山一パン総本店
trattoria Raccolta...大西 雄也
竹ざき...竹崎 直子
株式会社進々堂
おばんざい居酒屋 チッパー
ワインバー Lilou...宮崎 協子
吉田パン工房
...大住 亜耶
Ｎ kitchen...河田 夏海
菓樹工房きぬがわ...衣川 哲也
有限会社フリアンディーズ
二条城 ふる田...古田 幸平
有限会社マッターホーン
佳肴 岡もと...岡本 良太
ASSEMBLAGES KAKIMOTO
祗園 MAVO...西村 勉
フ ・
...垣本 晃宏
クチーナ アザレア...川村 典功
株式会社K・Iコーポレーション
サンドイッチ王子...角谷 侑美
日本料理おくらやま清水
株式会社エイジェックスコミュニ
Vitigno...立花 善宏
...清水 隆史
ケーションズ
PANETTERIA PULCINO...安井 健太郎
ひつじ...下村 高浩
株式会社マーブル
NAKATSUKA...中塚 貴之
amano-hashidate 幽斎
株式会社大垣書店
点心厨房 桃花...森 まみ
...岸和田 安弘
株式会社中村藤吉本店
タナカパン製作所...田中 康平
Caffè flook...宇佐美 暁生
ル・
il fera jour...山本 亜紗子
China cafe 柳華...于 敦彦
ANAクラウンプラザホテル京都
Croix-Rousse...浜上 公寿
アンゴホテルズ株式会社
cucinetta girasole...渡邉 大輔
ザ・リッツ・カールトン京都
（ザ・リッ
French Cuisine Tiare...橋本 浩明
ツ・カールトン・プロパティ
・マネジメ
Fritz K...桂 稔
ント・カンパニー株式会社）
grains de vanille...津田 励祐
パークハイアット京都
HANA...岩崎 出
ハイアットリージェンシー京都
理
Marque-page...秋山 知晴
パルセス株式会社
☆野菜Ristorante
ホテルマネージメントインターナショ Organic Italian Da Maeda
asse株式会社
...前田 高弥
ナル株式会社
（ホテル平安の森
ｂｅｓａｎｃｏｎ．
（ブザンソン．
）
Pâtisserie COLETTE...三井 素子
京都）
Ｃ．
Ｄ．
ＴＡＫＯＨ
（クリエイティヴ
RACINE...今達 光朗
ホテル日航プリンセス京都（株式
ディッシィズ タコウ）
RESTAURANT RUSTIQUE...樺井 俊之
会社ホテルプリンセス京都）
ＣａｖｅＲｏｓｅ
ｔ
ｔ
ａ
（カーヴ ロゼッタ）
RESTAURANT Spontane...谷岡 博之
メルキュールホテル京都ステーション
Enogastronomico Pitigliano
祗園うえもり...上森 裕之
株式会社アルコム
epi Italian&French
居酒屋 季久...中村 菊男
GAFFURIO
（ガフーリオ）
株式会社サンプラザ万助
いもぼう 平野屋本家...岸田 信久
株式会社ジェイアール西日本ホテ
ＧＩＯＶＡＮＯＴＴＯ
（ジョヴァノット）
おが和...小川 洋輔
ル開発
（ホテルグランヴィア京都・
Giuda ballerino!ジューダバレリーノ
お菓子の工房 がとぅぎゃらりぃ
ホテルヴィスキオ京都）
Hanchika（はんちか）
...澤井 喜徳
ＬａＴｏ
ｒ
ｔ
ｕｇａ
（ラ・
トォルトゥーガ）
株式会社すみや亀峰菴
割烹 ふじ原...藤原 一駿也
株式会社ハトヤ観光
MＩTSUBA
ターニング...谷口 泰彦
株式会社ホテルセントノーム京都
Momo Dining株式会社
フランソア...立野 隼夫
PIZZERIA BARACCHINO
株式会社京都ホテル
祇おん 江口...江口 貴博
株式会社京都東急ホテル
pizzeria da ciro
祇園 おくむら...奥村 直樹
株式会社長楽館
PIZZERIA Oggi
キュイドール miwa...三輪 千鶴
京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社
Ｐ
ｉ
ｚｚｅ
ｒ
ｉ
ａＳｕｏｎａ
ｒ
ｅ
京上賀茂 御料理 秋山
PONTE VECCHIO
（有限会社山根）
合資会社晴鴨楼
...秋山 直浩
三井不動産リゾートマネジメント株
Restaurant RiRe
京甲屋...池田 泰優
式会社 HOTEL THE MITSUI KYOTO
ｒ
ｉ
ｃｃｏｅｂｅ
ｌ
ｌ
ｏ
（リッコ エ ベッロ）
ケーキショップ童夢...本川 恵子
湯快リゾート株式会社
Tenerezza
ケーキハウスしゅろの木
柊家旅館 柊家株式会社
ＴｅｐｐａｎＩ
ｔ
ａ
ｌ
ｉ
ａｎバール
...絹本 雄二
有限会社渓山閣
Terako屋
ココ・パッツオ...別所 邦彦
・学校・ ・ 食
trattoria da Kaici
シェ・ココ...安藤 剛
医療法人社団千春会
UNIQUE
十駕...竹氏 清貴
医療法人福冨士会 京都ルネス病院
VENISON by TERRA
ショコラティエドゥーブルセット
一般財団法人 川越病院
アンティカオステリア ダルポンピ
...喜多川 勉
株式会社魚国総本社 京都支社
エーレ
西洋膳所 おくむら 一乗寺本店
株式会社京料理花萬
イタリアンバールミラン
...奥村 直樹
公益財団法人丹後中央病院
イタリアンバールアンダンテ
陶然亭...渡邊 敏朗
社会福祉法人あけぼの会 登りこども園
イタリア料理カルマ
ながぐつ亭...谷口 隆三
社会福祉法人京都眞生福祉会特別
エッサンシエル 株式会社
パティスリータカヤス...高安 稔
養護老人ホーム亀岡たなばたの郷
KAZUHIKODAITO
社会福祉法人空心福祉会（にれの木園） パティスリータンドレス
コラッロ
（オステリア アル コラッロ）
...山口 眞也
社会福祉法人五十鈴会
コンヴィヴィアリテ
パティスリー・ル・パレ・グルマン・
社会福祉法人小山福祉会 ひまわ
スイスホテル大阪南海株式会社
スギモト...杉本 正樹
り保育園
（スイスホテル南海大阪）
はな...呉 孝
（旧姓 青山）
社会福祉法人平安徳義会 乳児院
ステーキ・鉄板焼 素敵館
パリビス・フランス家庭料理
社会福祉法人平安徳義会 養護園
ステーキハウス月光仮面
...徳澄 義幸
日清医療食品株式会社 近畿支店
テラス石きり
ビストロ de ナカガワ...鎌田 朋代
トラットリア イル カンポ ダシゲ

大
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トラットリア ニコ
トラットリア＆ピッツェリア ベアート
トラットリアチェーロ
ノガラッツァ
ビストロド ヨシモト
ビストロ モ−べ ギャルソン
ビストロ・
ド・ヨシモト
ピッツェリア エッセ ディピュ
ピッツェリア グラーノ
ブーランジェ・シャンソニエ 株式会
社レストラン・シャンソニエ
ブラッスリー舵
フレンチレストラン a la louche
（ア・ラ・ルーシュ）
フレンチレストラン ルミディ
ボーノボーノ
ボンヴィラージュ
（有限会社レーヴェ）
メルパルク株式会社
（メルパルク大阪）
ラ・ルッチョラＬａＬｕｃｃ
ｉ
ｏ
ｌ
ａ
リストランテ コンテ
リストランテJUTURNA
ルポンドシエル株式会社
レストラン コンポステラ
レストラン西本
株式会社 賑屋
（レストランミッテ）
株式会社44
株式会社ＢＯＡ
株式会社ＣＰＣ
（BANDA）
株式会社E-WORKS
株式会社Excellent
（リストランテリナッシェレドウジマ）
株式会社Ｆ
Ｉ
ＲＳＴ
株式会社HAJIME＆ARTISTES
株式会社ｉＴＯｉ
（KIMAGURE FRENCH 黒猫）
株式会社J
株式会社Ｋａｍｅｋ
ｉ
ｃｈ
ｉ
株式会社ＫＥＮＳ
（イタリアンキッチ
ンＳａ、
うまいもんや つくし、和ダイ
ニング 小温
（こはる）
、韓国バル ア
ジャアジャ、
カフェ＆ワインＴＳダイ
ニング）
株式会社M・（
Y ロベルトカレラ）
株式会社M36℃
株式会社ＭＡｒ
ｃ
株式会社MeV
（メヴ）
株式会社Plan・Do・See
（THE GARDEN ORIENTAL OSAKA）
株式会社pous
（ピッツェリア ヴィ
ヴォ）
株式会社Regal Cast
株式会社ＲＯＭＡＮＣＲＥＡＴＥ
（ＤａｙｓＫｉ
ｔ
ｃｈｅｎＰｉ
ｚｚａ＆Ｖｅｇｅ
ｔ
ａｂ
ｌ
ｅ）
株式会社ｓｅｅｄ
株式会社Sou
株式会社ＳＯＵ
（pizza San Felice）
株式会社アイマニア
株式会社アプレシア
株式会社アルバータダイニング
株式会社イートクエスト
株式会社イタリアンダイニングペ
スカ
（ＰＥＳＣＡ）
株式会社イルソーレ
株式会社ウエダモンド スタツィオーネ
株式会社エムズロマン
（ロザルバ）
株式会社エン
株式会社オーイズミフーズ
（LOGIC・千の庭・わん）
株式会社オベーションプラス
株式会社オペレーションファクトリー
（東京支店）
株式会社カームデザイン
株式会社かめいあんじゅ
株式会社きたうち
株式会社キャン
（リストランテ＆チャペル コローナ）
株式会社きらく
株式会社クラウディアコスチュー
ムサービス
株式会社クリアライフ
（イタリアンダイニングレストランSAKU）
株式会社グリルラボ・パイナップル
株式会社クロフーディング
株式会社ケイクール
（リュミエール）
株式会社こうむら
（海鮮屋台おくまん など）
株式会社サクラブルーコーポレーション
株式会社しぜんそざい
（Ｇ８３１Ｎａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌＫ
ｉ
ｔ
ｃｈｅｎ＆Ｃａ
ｆ
ｅ）
株式会社スペッキオ
株式会社ダイニングクリエイツ
株式会社ツリーカフェ
（ＡＮＴ
ＩＱＵＡＴＲＥＥＣＡＦＥ）
株式会社ドルチェストラーダ
株式会社ニュー・オータニ
（ホテルニューオータニ大阪）
株式会社ハングリータイガー大阪
株式会社ビストロ
（アールベルアンジェSakai）
株式会社ファーストオーシャン
株式会社フラワー
（FLOUR）
株式会社ブレスゲート
（大阪勤務）
株式会社プレミアム

株式会社ポルチーニ
（TAVERNA PORCINI／PANE PORCINI）
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
（アートホテル大阪ベイタワー）
株式会社マリオパレード
（イタリアンダイニング Deel）
株式会社ラ・ヴィーニュ
株式会社ラ・メゾンブランシュ
株式会社ライトハウス
株式会社リストランテ・ヒロ
（リストランテ・ヒロ 大阪店）
株式会社レアル・ダイニング
株式会社ローザロッチェ
株式会社ロジエ
（カルトブランシュ）
株式会社ワンダーテーブル 関西エ
リア
（ローリーズ／バルバッコア）
株式会社雅商事
株式会社好胤
（レストラン コーイン）
株式会社市町村共済サービス
（シティプラザ大阪）
株式会社春帆楼
（クロスホテル大阪内『ＧＬＡＭＯＲ
ＯＵＳ−Ｘ
（グラマラスクロス）』）
株式会社粋
株式会社大地
株式会社大和生研（１１７グループ）
株式会社南海グリル
株式会社武蔵野 ホテル事業部
魚居酒屋あぷちゃ
合同会社ラポルティ
社会福祉法人枚方療育園 山西
福祉記念会館 レストラン愛
社会福祉法人野のはな
（森の小径レストラン）
常盤興産株式会社
心斎橋ＳＯＬ
森事務所株式会社（ガーデングリル森）
大阪ヒルトン株式会社
大和開発観光株式会社
大和企業株式会社
辻レストラングループ
東ビルエンタープライズ株式会社
（中国料理 桃花園）
肉バル×イタリアン 虹
北極星産業株式会社
有限会社 カランドリエ
有限会社OFFICE KATSUI
（洋食 Katsui／御堂筋ロッヂ）
有限会社Pappa
有限会社Snowman Factory
有限会社エル・ポニエンテ
有限会社カランドリエ
有限会社ケイエイ企画
有限会社サンクロップ
有限会社ピアノピアーノ
有限会社ビランチャ
有限会社ボストン
有限会社レストランバンク
有限会社重亭
有限会社中井レストラン企画
洋食 Matsushita
洋食の店 Kitchen cotocoto
（コトコト）
林商事株式会社
（ドゥ・アッシュ）
日本 理
Fモトアキラ株式会社
IYO UDON株式会社
M・Yプレジャー株式会社 料亭 天繁
SEASON
sushi 榮
SYSTEM-FACTORY株式会社
あたり屋
いやさかフードサービス
エイチアールピー株式会社
おばた
かに福
かに料理 やまと
くら寿司株式会社
クレバー物産株式会社
ご馳走家 箸の音
すし処 だいみょう
ステーキ・ハンバーグ・出汁の店 昌平
たちじゅう 園
づぼらや 松田興産株式会社
トモフーズ株式会社（日本料理 由多嘉）
なにわ料理 有
にしの
ノマド研究所
はり重
ばんざい 一三屋
ひろと
（粋な料理ひろと）
ほてい寿司 谷四店
マサルイカリ寿司株式会社
マスターズフード株式会社（寿司一心）
まつもと株式会社
（割烹 まつもと）
みな都
みのお茶寮
れだん
わのつぎ
越中屋
懐石料理 佑和
割烹 やま
割烹 彩葉
割烹 兆

割烹屋 ゆず
株式会社３９６
（ミクロ）
株式会社Bec
株式会社BIGFACE（酒味泉 ごえんや）
株式会社DHA
（京町料理みつや）
株式会社DONO JAPAN
株式会社DREAM REALITY
株式会社HY料理研究所（御料理堀川）
株式会社ICHI
株式会社J.フロントフーズ
株式会社KATURA
株式会社KING BRIDGE
株式会社KRフードサービス
株式会社KRホールディングス
株式会社M・Y・Intentions
株式会社ROJIN
株式会社SHOCREATE（肉炭馨 和衷）
株式会社SOUL EAT（本等鮨 海馬）
株式会社ＴＦＨ
（寿司バル 藤家）
株式会社Warm Heart
株式会社あじみ屋
株式会社アプロフランチャイズシ
ステム
株式会社イデア
株式会社うえの
株式会社エスワン・フーデザイン
（大和水産）
株式会社かが万
株式会社クラスタープラン
（やき然）
株式会社グルメ杵屋（西日本地区）
株式会社クロスキンキ
（居酒屋 志な乃亭他）
株式会社さかえ屋本店
株式会社サニーブランチカンパ
ニー
（玄三庵）
株式会社ジーフェイス
株式会社シグマ企画
株式会社しぜんそざい
（酒と三菜
「菜々蔵 nanakura」）
株式会社ジャパンフーズクリエイト
（漁場、
コクラン・エネ）
株式会社セリーヌライフ
株式会社そばよし
株式会社ちよ松レストランマネジメント
株式会社ディー・ジェイ・シー
株式会社ディーエーアイ
株式会社トゥーズ・プランニング
株式会社とと屋
（とと海月）
株式会社とも吉ホールディングス
株式会社にしもと
株式会社にし家
株式会社ハヤシ
（北堀江ほおずき）
株式会社フーズネット
株式会社フォース
株式会社フジオフードシステム
株式会社プレミアムダイニング
株式会社ほてい
株式会社マーク
株式会社マコトフードサービス
株式会社みなみ（仕出し・弁当 ねるりこ）
株式会社ヤマダイ
（炉端処 一心、
和Bistro 1sn、
ひよこ）
株式会社リバリュース
（地魚食堂 鯛之鯛）
株式会社レイル
（河豚家ゆめふく、土間土間など）
株式会社安心
株式会社一是
（おおさか料理 浅井）
株式会社永楽町スエヒロ本店
株式会社音羽
株式会社加勢
株式会社家族亭
株式会社懐食 清水
株式会社魚政
株式会社錦えびす
株式会社銀の葡萄 座銀
株式会社弧柳
株式会社江戸菊
株式会社鯖や
（鯖や、SABAR）
株式会社時好ホールディングス
株式会社寿賀食品
株式会社寿司田
（関西地区）
株式会社秋やまブロード
（割烹 秋やま）
株式会社秋吉グループ
株式会社心一
（創作割烹 たかの）
株式会社神戸吉兆
株式会社神代
株式会社誠
株式会社千隆（大阪あべの赤のれん）
株式会社太鼓亭
株式会社太政
株式会社大玄
株式会社大阪 竹葉亭
株式会社大阪つる家
株式会社大阪とらふぐの会
株式会社拓
株式会社津久見（すし炉端 津久見）
株式会社東京竹葉亭
株式会社東迎
（おおさか料理 浅井東迎）
株式会社藤丸
株式会社藤幸 日本料理三幸苑
株式会社柏屋

株式会社美々卯・株式会社東京
美々卯
株式会社福喜鮨
株式会社穂の河
株式会社豊中製麺
株式会社北むら
株式会社本吉兆
株式会社桝田
株式会社与太呂
株式会社六鮮
株式会社和光菴
季節料理 ままごとや
季節料理 悦
蕎麦 福一
串八珍
御料理 本湖月
光洋食品株式会社
（日本料理 備徳）
山のしずく旬菜家
七輪焼レストラン花みずき
寿司工房 寿司吉
旬彩旬魚 傳右衛門
旬菜 山﨑
旬味 いやさか
小林物産株式会社
（饗屋
（もてなしや）
グループ）
松寿司
新明石鮓
西心斎橋ゆうの
青空ｂ
ｌ
ｕｅ
青地
創作和匠 なかしま
太庵
大和串Planning株式会社
馳走とお酒 讃岐うどん 山地
天ぷら 沼田
天神橋青木
天星
堂島鮨清水
日本料理うかむ瀬（有限会社鈴木 澄）
日本料理 ゆげしま
日本料理 楽心
日本料理 寺田
日本料理 翠
日本料理かこみ
日本料理なかむら
福の舞
米増
法善寺横丁 誠太郎
有限会社 たかぎ工房
有限会社ＫＡＺ
（新世界おやじの串や）
有限会社イコイ
（酒と料理和源）
有限会社ジェイグロー
有限会社たかぎ工房
有限会社ツーフィスト
（はんなり）
有限会社ティーエムエス
（日本酒 弘大）
有限会社なかの満
有限会社や満祢
有限会社一の谷
有限会社喜川
有限会社亀すし
有限会社串の坊
有限会社幸
有限会社作一
有限会社三七十
（おくどさん小柴）
有限会社祥瑞
有限会社新垣商店
有限会社石和川
（粋餐 石和川）
有限会社大起プランニング
（和洋遊膳 中村）
有限会社中村
有限会社励投
（料理道楽 築漸）
有彩株式会社
和おん
和み酒仁
和食 いし津
鮨 おおが
鮨 原正
鮨 高橋謙太郎
鮨と日本酒の奢酌楽
鮨ふみ
鮨ほしやま
理
Kitchen Haru
らーめん古潭
（株式会社吉光）
株式会社KHS麒麟
株式会社ＫＴＴ
（中国料理 麒麟閣 門真店）
株式会社アール・ティー・コーポ
レーション
株式会社オーパスワン
株式会社シック
（帝塚山グランパ）
株式会社スリーエム
株式会社セブンスイノベーション
（中国菜 エスサワダ）
株式会社リ・ライフ
株式会社御青
（Ｈｕｇｎｇｓ
' ｄ
ｉ
ｎ
ｉ
ｎｇ四川料理 御馥）
株式会社大成閣
株式会社杯杯天山閣
株式会社蓬莱
熊猫軒
泉陽興業株式会社 外食事業部
（中国料理 ロドス）
中国菜火ノ鳥
中国菜館 あんずの花

医療法人豊済会 小曽根病院
有限会社 パラード
（ドゥブルベ ボレロ） 株式会社TNT MARKET
医療法人良秀会
株式会社カフェ
有限会社シェ三宅
一般財団法人 岸和田農友協会
株式会社スクエア
有限会社ソレイユ
（SQUARE FURNITURE COFFEE STAND） 岸和田平成病院
有限会社フランス菓子 モーン
（パティスリー モーン）
株式会社ドゥリアン（ブーランジュリーグウ） 一冨士フードサービス株式会社
学校法人 大阪医科薬科大学
有限会社プレヴェール
株式会社ピンポン コスコクレープ
学校法人成晃学院
（摂津ひかり幼
有限会社プレニューフード
株式会社プランタン工房
稚園・摂津ひかりにこにこ保育園）
有限会社ムッシュマキノ
株式会社ゆう工房
有限会社ヤマオ
（菓子工房 Ｙａｍａｏ） 株式会社一斗
学校法人泉新学園
株式会社LEOC
（関西・北陸エリア）
有限会社ルジャンドル
○△□
株式会社桜珈琲
株式会社Nishiki Foods
（ルジャンドル、
タイズスイーツ）
株式会社大阪
ANGUS（アンガス）
株式会社ケア21
ＨＩＤＥＴＯＷａ
（キャリエールヒデトワ） 有限会社菓子工房T.YOKOGAWA
株式会社日泉
iRene
株式会社サンエッセン
有限会社吉野家
（coffee kissa パールズ）
LE SUCRE SUCRE
株式会社ジャパンメディカルフード
（フランス菓子工房ムーラタルト）
自家焙煎工房カフェ littleisland
Patisserie hana hana
株式会社テスティパル
有限会社五感
松本商事株式会社・松本フード株
株式会社ニチダン
Patisserie La Fete（パティスリーラフェット） 洋菓子工房 ボストン
式会社
株式会社はり源
Ｐａ
ｔ
ｉ
ｓｓｅ
ｒ
ｉ
ｅＬ
ｉ
ｅ
ｒ
（パティスリーリエ）
有限会社ヘアーメッセージ 泉北
あもや南春日
Ｙｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ株式会社
堂cafe
株式会社ビューティフルライフ・ナビ
株式会社 四季彩庵
（菓匠 象屋）
株式会社マルタマフーズ
アンコール
ル・
株式会社菰下鎔断
株式会社菓匠 あさだ
お菓子の工房 マルキーズ
ANAクラウンプラザホテル大阪 GHS
株式会社松葉屋
株式会社第一食品
キャリエール ヒデトワ
株式会社
（大阪ホテル事業所）
株式会社朝日エアポートサービス
株式会社青木松風庵（天平庵）
ケーキハウスリバージュ
（株式会社
KKRホテル
有限会社吉正
（御菓子司 天神餅） Wホテル大阪
株式会社東テスティパル
マツヒサ）
（ジャパン・ホテル・マ
株式会社東紅給食
和菓子工房あん庵 株式会社あん庵
ケーキ屋 健ちゃん
ネジメント株式会社）
株式会社南テスティパル
ケーキ屋ノースランド
アイアンドエフ・ビルディング株式
・
・その他
株式会社日本シルバー食品
会社
シャンボール株式会社
森ハートフル
株式会社富喜屋
ティコラッテ パティスリー 株式会
インターコンチネンタルホテル大阪
パティシエコウタロウ
株式会社味の吉川
社オンザテーブル
菓匠庵 白穂
IHG Japan Osaka 合同会社
阪南市役所
パティスリー アクイユ
ウェスティンホテル大阪（株式会
菓心庵 絹屋
山西福祉記念会館
パティスリー アンジャルダン
株式会社エピナール
社テェルウィンコーポレーション）
社会医療法人 明生会 明生病院
パティスリーカントナ
株式会社オヴァールリエゾン
コンラッド大阪 Conrad Osaka合同
社会医療法人ペガサス 馬場記念
パティスリークロシェ
株式会社カウカウフードシステム
会社
病院
パティスリーシュシュ
株式会社シェ・ナカツカ
ザ・リッツ・カールトン大阪
（株式会
社会医療法人生長会
パティスリー ルヴィーブル
株式会社デリチュース
社阪神ホテルシステムズ）
社会医療法人頌徳会
パティスリーアクイユ
株式会社ハンス
スイスホテル大阪南海株式会社
社会福祉法人 高津学園
パティスリーアッシュ
株式会社ひろみつ
セントレジス ホテル 大阪
ハイアットリージェンシー 大阪
社会福祉法人 八尾隣保館
パティスリーオーディネール
（氷とお芋の専門店 らんらん）
（株式会社HRO）
社会福祉法人なみはや福祉会
パティスリーかいと
株式会社ユニークファースト
ヒルトン大阪（大阪ヒルトン株式
社会福祉法人みおつくし福祉会
パティスリーカフェ Risa Risa
株式会社喜久寿
会社）
社会福祉法人ラポール会
パティスリーガレット
株式会社京月堂
社会福祉法人愛育社
パティスリーケナリィー
ホテルモントレ株式会社 関西エリア
株式会社中島大祥堂
パティスリーショコラトリー オーディネール
モーニングエース株式会社
社会福祉法人旭長寿の森
（特別
株式会社梅乃餅
株式会社スターゲイトホテル
パティスリーバロン
養護老人ホームあいあい／ゆうゆう）
株式会社柏屋葛城堂
株式会社スリーワイ・エム・ディ
ブーランジェ・シャンソニエ
社会福祉法人関西中央福祉会
株式会社福寿堂秀信
株式会社パークフロントホテル
フタツキ
特別養護老人ホーム・障がい者
株式会社歩心
株式会社フラット・フィールド・オペ
ブランシェタカギ
支援施設 淀川暖気の苑
甘泉堂
レーションズ ホテルきららリゾート
絹笠商事株式会社 御菓子處絹笠
フランボワーズ洋菓子店
社会福祉法人共同保育の会
関空
フレッシュケーキ愛之助
御菓子司 吉乃屋
社会福祉法人阪南福祉会 幼保
株式会社ホテルグランヴィア大阪
らふれーず 株式会社アイエスコー
三宅製餡株式会社
連携型認定こども園しいの実こど
株式会社ホテル日航大阪
森のおはぎ 株式会社森の暮らし計画室
ポレーション
も園
株式会社ロイヤルクラシック
創佳菓匠 招喜
リスボン洋菓子店
（千林店）
社会福祉法人堺あすなろ会
株式会社ロイヤルホテル
ル・グラン・シャリオ 株式会社日総
銘菓創庵むか新 株式会社向新
社会福祉法人三谷園 ココアン
株式会社関西東急ホテルズ
有限会社一心堂
フーズサービス
ジュ新家
株式会社近鉄・都ホテルズ
レ・プティット・パピヨット
有限会社一力総本店
社会福祉法人寺田萬寿会 寺田
株式会社阪急阪神ホテルズ
有限会社松福堂正一
井上商事株式会社
萬寿病院
株式会社阪神ホテルシステムズ
菓子工房エリオス
有限会社上竜
社会福祉法人松柏会
（ザ・リッツ・カールトン大阪）
（プリン専門店うっふぷりん）
菓子工房ラ・ロッシュ
社会福祉法人泉ヶ丘福祉会
株式会社市町村共済サービス
（シ
株式会社HORIE（パティスリー アルモンド） 有限会社鶴屋鷹山
社会福祉法人大阪キリスト教女
ティプラザ大阪）
株式会社JUN
有限会社梅月堂
子青年福祉会
（大阪YWCA大宮保
株式会社大倉 リゾートホテル
株式会社Preferred Impact Japan
有限会社八百源来弘堂
育園）
株式会社南天苑
株式会社アイエスコーポレーション
和菓子工房あん庵 株式会社あん庵
社会福祉法人大阪暁明館 大阪
公立学校共済組合大阪宿泊所
（ら・ふれーず）
パン
暁明館病院
合同会社ヴィータホテルマネージ
株式会社アトリエノア
アルヘイム株式会社
社会福祉法人大阪児童福祉事
メント
株式会社アルチザン
くずはエーワン株式会社
業協会
合同会社ユニバーサルホテルマ
株式会社オートン・
ドゥース
ネクストステージ株式会社
社会福祉法人大阪水上隣保館
ネージメント ホテル ユニバーサル
社会福祉法人大阪福祉事業財団
株式会社クロシェ
パンドサンジュ
ポート
社会福祉法人東和福祉会 寝屋
株式会社ケントハウス
ぱんどみー
帝国ホテル大阪
株式会社コカルド
ベーカリーショップ サフラン
川苑
（株式会社帝国ホテル）
株式会社サロンドロワイヤル
ミナミエーワン株式会社
社会福祉法人徳風会
平川商事株式会社
社会福祉法人日本コイノニア福
株式会社シャノワール
株式会社HEP JAPAN
・学校・ ・ 食
株式会社シュクレ
株式会社エーワンベーカリー
祉会
イフスコヘルスケア株式会社
株式会社スイーツ・ラボ
（エーワンベーカリーグループ）
社会福祉法人博乃会リヴェスタひ
キョウワプロテック株式会社 大阪
株式会社セルビスサービス
株式会社エムズフードアンドライフ
ろの
事業所
社会福祉法人麦の穂 玉川ひばり
（フランシーズ、
パン・
ド・エッセ）
株式会社サニーサイド
ジー・ケー社会貢献会
株式会社デリチュース
株式会社ダイヤ
こども園
シダックスフードサービス株式会社
社会福祉法人邦寿会 つぼみ保
（パスティチュリア デリチュース）
株式会社パソナハートフル
（シダックスグループ）
株式会社ドロキア・オラシイタ
株式会社ぱんのいえ
育園
セントラルグループ 中央フードサー
株式会社パティスリーボン
株式会社高鍋食品
社会福祉法人枚方療育園
ビス株式会社
株式会社パティスリーモリタ
株式会社阪急ベーカリー
社会福祉法人立青福祉会
タイガー商事株式会社
社会福祉法人和泉福祉会
（認定
（ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥＭｏｒ
ｉ
ｔａパティスリーモリタ） 株式会社神戸屋
ニッケアウデオSAD株式会社
株式会社フーリッシュ
（JOKER）
株式会社田中食品興業所
こども園いぶきのPreSchool）
ホロニクスグループ
（医療法人医
株式会社プチ・プランス
株式会社米麦館タマヤ
社会福祉法人凜優会 成徳保育園
西洋フード・コンパスグループ株式
誠会）
株式会社フラワー
（FLOUR）
（株式会社タマヤグループ）
医療法人 徳洲会 野崎徳洲会病院
会社
株式会社ベリーデコ
手づくりのパン パリーネ
医療法人たかばたけウィメンズクリ
大阪赤十字病院
株式会社ポアール
（有限会社吉野屋）
株式会社マルマーロ
（Ｇｒ
ａｎｄｆ
ｌ
ｅｕｖｅ） 焼きたてパン アミール
ニック
天川こども園
独立行政法人 国立循環器病研
株式会社ミルフィーユ
医療法人もみじの手 箕面レディー
鳴門屋製パン株式会社
株式会社メルヘン
スクリニック
究センター
友栄食品興業株式会社
株式会社ラ・シャンブル
医療法人沖縄徳洲会 吹田徳洲
日清医療食品株式会社 関西支店
有限会社ア・ビアント
株式会社リッシュ
会病院
富士産業株式会社 関西事業本部
有限会社パラダイスアンドランチ
（浜
（パティスリーアンニュイ）
有限会社ヘアーメッセージ
（泉北堂） 医療法人恵泉会 堺平成病院
有限会社ヒーローフードサービス
株式会社ル・ピノー
寺中央病院・堺温心会病院）
フ ・
淀川食品株式会社
株式会社ロワール
医療法人康生会 介護老人保健
1930CAFE
イダル
施設 ケアホーム豊中
株式会社京月堂（パティスリーコージ） all day dining Hikari
8G HOLDINGS株式会社
医療法人康生会 泉佐野優人会
coffee kissa パールズ
株式会社銀装
バリューマネジメント株式会社
病院
株式会社正木牧場
DIYcafe
株式会社クラウディアコスチューム
医療法人康生会 平成記念病院
株式会社青木松風庵
fabriko
サービス
（ル・センティフォーリア大阪）
医療法人康生会 豊中平成病院
株式会社創環
Heart株式会社
株式会社プラネットワーク
医療法人康生会 弥刀中央病院
株式会社長崎堂
パンケーキカフェmog 株式会社J.C.Factory
太閤園株式会社
株式会社麦の穂
ビタミンパラダイス
（株式会社ボーラボ） 医療法人康生会 淀川平成病院
その他
医療法人仁真会 白鷺病院
「芳寿豚専門」北新地ぎょうざ家
（ビアードパパの作りたて工房）
マーケットクリエイティブ株式会社
株式会社瓢月堂
株式会社ＨＥＰＪＡＰＡＮ
（パンデュース） 医療法人正和病院
CAFE ANNON コスモスタイル株式会社
医療法人藤井会
株式会社洋菓子のサフラン
株式会社NKYコーポレーション
Caffe GIUSTO
医療法人徳洲会 岸和田徳洲会
森事務所株式会社
株式会社OPTIMUS
DeHorang株式会社
病院
創彩菓子 クルゥール
株式会社SRI
Fモトアキラ株式会社
（串かつ凡）
中国料理 唐膳
（寝屋川店、東香里店）
、紫微星
中國菜 月泉
農家厨房
北新地 中国料理 星華
本格中華ダイニングバー けむり屋
＆フラワー
蓮心

卒業生オーナー店リスト

HD works株式会社（みつか坊主 醸） 株式会社常翔ウェルフェア
阿蘇溶岩石焼 といとい 穴座
J-Inter株式会社
株式会社赤垣屋
...田中 昌邦
KYKグループ㈱曲田商店
株式会社千惣
アリスの喫茶店...藤本 浩幸
MAJIMA株式会社
株式会社創作館グループ
イタリア料理 L'orma...池田 信広
MAJIMA株式会社
（炭火焼 炉暖）
株式会社大近
一馬力...吉岡 博彰
ＮＯＳＴＲＡ
株式会社大阪
（ミスタードーナツ） うまいもん処 好近...岩本 好人
parlor184
株式会社大阪フード
（ぼてぢゅう）
老松 喜多川...喜多川 達
Ｒ
ｉ
ｎｓスタイル株式会社
株式会社竹茂
おばんざい わさび...山田 加代子
ｕｎｃｈ
ｉ株式会社
株式会社中広
お菓子の家 フレージュ
アイン食品株式会社
株式会社鶴兆
...井宮 陽子
株式会社日本デリカフレッシュ
（大阪） お菓子教室とお菓子の店
エムピーアイ株式会社
お好み焼き 鉄板焼き 狸狸亭 小
株式会社冨士
（ビッグジョー）
maison de fraise...山根 幸恵
橋店
株式会社羅漢
お菓子工房あひる堂...神田 幸子
けとばし屋チャンピオン 堺東店・我
株式会社萬野屋
隠れ家 WA 鶏 BAL...広瀬 和彦
孫子店
株式会社餃子計画
かねよし旅館...石橋 政徳
この花こども園
公益財団法人 大阪ユースホステ
北堀江 角ん家...角 洋二
さかなやいぬい
ル協会
キュイジーヌ・
ド・オオサカ・リョウ
さくら家
合同会社ユー・エス・ジェイ
...畑島 亮
サンタマーサー株式会社
合同会社今村
京町堀 莉玖...山口 吏
しあわせ料理 ねぎ坊主
阪本焼肉店
グリル家 Kutta...羽賀 稔
ジーフェイス
山中酒の店株式会社
壽家...高橋 佳世
ステーキハウス 和豪
松崎食産株式会社
さかな屋割烹 六鮮 本町店
スマイルキューブ株式会社
（しゃぶ
千房株式会社
...松島 稔
しゃぶ温野菜、
ほか）
浅井企業センター株式会社
梅田堂山店...足立 明夫
セルビスグループ
（株式会社セル
大一興業株式会社
地酒屋 いわ月...岩月 泰樹
ビス・株式会社セルビスサービス）
大起水産株式会社
旬彩 雲海...平田 裕充
大平株式会社
タイシコーポレーション株式会社
旬彩・酒楽 きはち...畑中 祐介
トッサ・ジ・クラッサン 株式会社三
大窯汽船株式会社
旬皿 あじ露...堀口 真伸
炭火焼肉 まるふく八尾店
陽荘 大阪支店
旬菜 まさか...小橋 雅洋
肉彩でこ
バルニバービグループ
昭和町 KATTE...大和 憲太郎
八光自動車工業株式会社
らいず
（炭火串焼らいず）
甚九郎...森本 貴之
ロイヤルインフライトケイタリング株
美食倶楽部 一歩
（イッポ）
スペインバル TapaTapa...衛藤 夕紀
味酒屋 和温
式会社
すめしカルトはぐれ...盛島 英欽
有限会社ｃｈ
ｉ
ｃ
ｆ
ｅｅ
ｌ
（栞屋グループ） 蕎麦 福一...福田 洋一
ワーズフードサービス株式会社
有限会社GC
一般財団法人恵済団
ダイニングカフェガーデン
有限会社ア・ネストコーポレーション
岡山フードサービス株式会社
...富岡 俊治
（肉料理とワイン 遊山）
株式会社Asteer
大文字屋 龍田川...西尾 達哉
玉まんま...玉里 みどり
有限会社ナカヤコーポレーション
株式会社fab
地産旬食ダイニングあかざわ
有限会社バール・システムズ悠
（マ
株式会社FER
...赤澤 公也
ルシェ）
株式会社HOG
中華菜房 古谷...古谷 哲也
有限会社ヒマラヤ
株式会社Japan Ingridents Trading
中国菜 香味...矢谷 幸生
（コズミックホールディングスグループ） 有限会社フレック・フーズ
中国菜 月泉...岡田 三四郎
有限会社居酒屋ながほり
株式会社Libretig
中国料理 香山...宇陀 正史
有限会社源氏 Ｇｅｎ
ｊ
ｉ
（ゲンジ）
株式会社MATSU Corporation
手打ち蕎麦 むらおか...村岡 紀昭
有限会社小川亭 とらちゃん
株式会社Ｍｉ
ｃ
（呑み処まるふく）
天然酵母食パンCUBE...佐藤 弘美
有限会社拓榮
株式会社SABAR
てんぷら 木坂...木坂 和史
有限会社福すし
株式会社SASAYA
天ぷら 沼田／天星...沼田 和也
有限会社翔栄
（にんにくラーメン
株式会社SENSACION
陶然亭 つる川...鶴川 暢
天洋）
株式会社TayaFoodService
トラットリア・ランピア...武田 尚士
力丸グループ 株式会社杏花村
株式会社TBI JAPAN
とんかつ たわら...俵 悟
株式会社Ｔｅｎａｃ
ｉ
ｔ
ｙ
中崎町 堀垣堂...堀池 佳貴
株式会社ＺＯＣ
中菜Labo 朝陽...髙橋 秀栄
魚鶴...猪熊 崇司
株式会社アキト
なにわのごちそうプロデュース
株式会社アサヒケータリング
Agnel d'or...藤田 晃成
貴重...広里 貴子
Bal hachi-Go...谷下 太郎
株式会社ウエルネスサプライ
西天満 岩さき...岩崎 雷太
株式会社エイエイエスケータリング
BAR ca ALE...桧田 陽輔
煮旬菜 ろくろく...上野 直樹
株式会社エイトダイニング
Bar Mattina 京町堀／Un goccio／
白牡丹...熊野 常光
株式会社オフィス テーマパーク
Bar Mattina 肥後橋...文元 哲二
パティシエ・コウタロウ
株式会社オペレーションファクト
BISTRO TIA-VO...田端 悠希
...清水 幸太郎
リー大阪
Bistro violet...安達 益久
パティスリーグレーヌ・
ド・アッシュ
株式会社かわべフードサービス
Bonne Chance...下形 悟
...山﨑 秀人・山﨑 稚英
株式会社グリル ロア
BRASSERIE AILES...足立 範
パティスリー セ ボン...久語 健太郎
Bricolage China Sin. ...白澤 慎一
株式会社グルマンディーズ
パティスリーリョウ...隅田 龍介
株式会社くれおーる
BUONA FORTUNA...山村 薫
美さを...今津 美佐緒
株式会社クロスキンキ
Café de camoi...小田 知憲
ビストロリュドゥラガール
株式会社こうむら
café de GAMOYON...玉置 登百
...山根 恭子
earth smile...津山 理嘉子
株式会社コズミックダイナー
響珈琲...河合 善江
株式会社コノミヤ
en cachette...橋本 亮介
ブーランジュリー藏...藏野 尚美
株式会社サン・マーケッティング
Giuda Ballerino! ...松井 敬博
馥郁...池田 亜弓
Grand f China...藤本 秀之
株式会社サンパーク
（洋麺屋ピエ
船越酒店 渉...船越 渉
I VENTICELLI...浅井 卓司
トロ・びっくりドンキー・丸源ラーメ
フランス料理 Anvers...下坂 正治
ン・博多もつ鍋やまや）
Italian Bar Bere Bene...宮本 卓也
フレンチトースト専門店 Cafe Fate
株式会社ジェイアール西日本フー
L'anno del Serpente...池田 隆之
...種田 静香
Virgola...星山 英治
ドサービスネット
真心料理 きらら...嶋本 和恵
株式会社シマナカ
La bonne tâche...田村 敏幸
丸富...佐々木 崇
株式会社スタジオデリシャス
La pignata...溝口 淑之
ムッシュシゲ...鯉谷 重樹
株式会社スピリット
LAFCA...深草 祐次
麺屋 彩々...齊藤 賢治
株式会社スマートグリッド
Le Cochon d'Or KITANO...北野 耕一
やとはち...李 静香
株式会社ゼンショウ
（板前焼肉 一笑） Le Midi...松本 和之
I Project...岩井 伸夫
株式会社タイキ
Meguri Cafe Kitchen 美秀膳
菓子工房 ラ・ロッシュ
株式会社ダンク
（鳥貴族）
...岩松 紀子
...中村 政司
株式会社ティー・アンド・ティー
Mille Village...渡辺 明生
洋食うめの...若園 俊太郎
株式会社とうはん
MONIQUE CAFÉ...岡田 圭子
洋食専門やろく...多田 吉孝
株式会社ドリームダイニング
Naga-n cucina italiana...長山 洋平
洋風小皿食堂TAPA...八瀬河 竜一
株式会社ドリームワークス
Osteria Bricola Osaka...玉井 将博
ラ・グラッツァ...森田 英二
株式会社なかむら
Osteria La Cicerchia...連 久美子
ラ・ブリーズ...北川 達雄
株式会社ナコム
Panetteria Ottimo Massimo
ラ・ベル・ヴィ
株式会社ナリコマフード
...吉村 有紀子
...阪本 知義・阪本 幸子
株式会社ハークスレイ
Patisserie Aile Blanche...羽田 一雄
楽心...片山 心太郎
株式会社バサラダイニング
Patisserie Cest Bon...久語 健太郎
リストランテ サリーレ...文元 哲二
株式会社ビーエムエス
Pâtisserie Crochet
老饕...新谷 亮人
株式会社フォーラム・イン
...玉腰 智也・玉腰 摩美
和菓子isshin...濱田 ルミ
株式会社ホットファクトリー
patisserie FRONTIER...山本 諭
笑菓...久保 えみか
株式会社まんねん
Patisserie Iris
一陽...小河原 陽一
株式会社ゆかり
...藏本 亮太・宮腰 修平
菓子工房 プレヴェール
株式会社レクスト関西
Pâtisserie Le Moule à Tarte
...前田 達男
株式会社わすれな草
...吉野 暢人
楽酒楽肴 越冬...谷口 冬子
株式会社ワン・ダイニング
Pâtissiére UTAKO...中塚 雅子
楽天食堂...小川 雅章
株式会社壱ｌ
ｉ
ｆ
ｅｗｏ
ｒ
ｋｓ
（しゃぶしゃ
RESTAURANT Antoine...太田 淳史
割烹 橋本...橋本 浩二
ぶ藤）
Restaurant Douce Douce...井村 吉秀
吉田麻子料理教室...吉田 麻子
株式会社塩梅
RESTAURANT HAJIME...米田 肇
菜庭酒菜 櫓仁...立林 厚太郎
株式会社近鉄百貨店
Rose Bleu...阪上 和美
旨い料理 旨い酒 じょうじ
株式会社元気ファクトリー
（焼肉ど
slow life...中島 千枝子
...渡辺 錠治
んどん、肉バル オンズ）
Via T.Tasso 57...佐藤 央
旬彩天 つちや...土阪 幸彦
株式会社松屋
Wine Bar CROSS...宇野 篤史
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人
旬菜旬魚 きくの...菊農 章央
西洋料理 いまとむかし 井上義平
...井上 義平
創菜和献 楽...木村 英明
創作和匠 なかしま...中島 博之
大衆ビストロ 原田屋...原田 清信
炭火焼イタリアン La Pace
...長崎 祥之
炭火焼鳥 鳥九...木村 英明
地中海バル Piatto...土田 周作
馳走家 きむら...木村 英明
中国菜 はら川...原川 清
中国麺飯専家 丸一食堂
...増田 航
中国料理 あかまつ
...赤松 正義・赤松 正太郎
鉄板・ビストロ ボンヴィヴール
...森本 隆
日韓料理 さくら 裏香里園
...呉本 昇太郎
日本酒と創作和食 まどあかり
..石橋 優
日本料理 和顔 wagen
...中南 利郎・中南 あゆみ
美味ひでき...渡部 愛子
Papillon d'Or...梅田 温子
遊仙...大池 親
洋食の店 Kitchen cotocoto
...武田 幸二
立呑 奢酌楽JUGGLER...広瀬 沙希
和モードちよ松...千代松 慎也
和風居酒屋やすべえ...大原 泰孝
和洋旬菜のみや...宮 靖志
鮨 樋口...樋口 芳正
acerbo アチェルボ...谷 具樹
BAR HOPE...内海 隼人
BAR MAR バルマル...衣笠 幸治
BISTRO b'...阪本 雅己
Boulangerie a bientot 桃山本店
...松尾 清史
bucheide...福田 庸平・福田 久美子
CAFE BAHNHOF...安部 利昭
cafe unji....藤木 勇太
café Weg...久保 美幸
Cafe おり〜ぶ...礒川 正明
Charles Friedel...門前 有
Chez Roco...下中 弘子
Chez Tomte...増田 雅也
COMPO STELA...池田 進
Cook-oh-fun!...中田 綾子
ÉCHI PONTE VECCHIOA OSAKA
PONTE VECCHIO
MODO DI PONTEVECCHIO
...山根 大助
Hanchika...亀岡 卓志
IL SOLE ROSSO 心斎橋本店
...中西 康之
joël...木山 寛
Kamekichi...亀井 健
l'atelier de Noix...泊 真紀子
La Barcaccia...宮本 一典
La Bilancia Umeda...柿田 将宏
La Cime...高田 裕介
La Table de Courage...多田 雄亮
Le Ronde Beause...平沢 正斗
muku...井村 正美
NONNA...坪郷 信也
Ｎｏ
ｒ
ｔ
ｈDining 神衣...山田 剛史
PAC...以倉 浩
Parfum−パルファン−...内田 香
Patati Patata...松嶋 孝三
Patisserie GALETTE...久保 徹也
Pâtisserie Le Grand Chariot 本店
...伏木 和毅
Pâtisserie Liergues...小森 理江
PÂTISSERIE Natsuro...東口 夏朗
Poco A Poco...松本 修明
POIRE 本店...辻井 良朗
Psyche...中西 克之
Restanrant Koin...湯浅 好胤
RESTAURANT La Rive gauche
...三浦 真道
Restaurant Ma vie...木下 寛
SAKANAZA MAEDA...前田 泰宏
Cafe soto...福畑 彩
C.D.TAKOH...田幸 和純
Taverna La Chiave...花田 正寿
Tournesol...内田 昌宏
TRATORIA LA PALLA ラ・パッラ
...玉城 真一
Vino Bar Due...船津 孝二
Wasabi...今木 貴子
味季彩 龍堂...辻本 雅則
アドヴェン
（めはり屋 文在ェ門）
...尾仲 英春
アトランティクス...内田 信也
アニバーサリー2001...中村 康治
アンファン...福島 秀男
イタリアンカフェオーブ...二井 朗
イタリアンキッチン タツヒロ
...越科 弘
イタリア食堂 ガフーリオ
...渋谷 尚樹
イタリア料理 スクーデリア
...湯淺 忍
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一汁二菜うえの 豊中店／
一汁二菜うえの 箕面店
...上野 法男
イル・カミネット
...北村 誠・北村 里恵
イル・ソーレ TEN-3...中西 康之
彩り...坂井 勝一
鰻や 竹うち...竹内 一二
エーゼロ...深野木 輝己
エキュエキュ...児島 大
エッソンス・エ・グー...山田 裕
エリオス縄本日榮堂...縄本 修嗣
縁や...北村 真沙
お食事処 中なか...中村 幸次
オステリア・イタリアーナ・ヴッチリア
...日高 光男
おでん のとや...中 孝男
おばんざい BAR USAGI...桑原 啓
おひと...岩佐 仁美
菓子工房ルヴォワール...島岡 隆之
カジュアルフレンチ ダルシ
...辻井 克哉
家族割烹「やすまさ」...高安 守
かどや...中谷 豊一
カナディアンクラブハウス
...小林 圭太
かのや 篠原...篠原 徳行
カフェブラーブ...松並 進介
カフェ茶の子...中村 幸子
かめいあんじゅ...杉山 博
鳥貴族...大倉 忠司
のらや...池尾 眞美
ビーハイブ...重松 史朗
カレン...仲野 忠光
河月堂...前田 昌宏
燗の美穂...中村 美穂
兆...勝山 禎規
岸和田オレンジ山...中川 博文
北新地 弧柳...松尾 慎太郎
キッチン・レジェ...木下 明彦
京懐石 和光菴／酒楽和創 結心
／佳味 和光菴...平井 和光
京焚家と久菴咲良...田内 良二
クッチーナ イタリアーナ アンティコ
...白田 祐一
グリル＆カフェ 志紀...辻 広志
グロスオーフェン...清水 敬之
ケーキハウス チルコランド
...森本 伸吾
ケーキハウス ナガサワ...長沢 睦
ケーク・
ド・コーキ...池畠 幸喜
胡麻料理 ごま屋ちゅう兵衛
...梅川 福寿
コンヴィヴィアリテ...安尾 秀明
コンフェクト アサミ...浅見 麻知子
魚や市／魚や市 はなれ／
旬の肴と天ぷら 市...水本 貴之
魚屋ひでぞう...中本 雄三
サロン・
ド・ガトー アンジュ
...市本 弘
四季彩々神な月...尾崎 妙之
シクラメン...薮内 健二・薮内 順子
時分時...亀田 剛志
シャノワール...川口 泰彦
旬菜割烹 池...池中 安子
新中国料理 HARAKAWA...原川 強
鮨そういち...鈴木 聡
すし処 とことん...甲斐 政彦
すし処 ひでまる...沖 秀和
ステーキハウス 久...後岡 久五郎
西洋菓子処 シェール
...日下 彰・日下 知子
西洋厨房ぼなぺてぃ...田中 和彦
セイワ
（ヴィレッタ）
...浅香 和彦
hoisam China TAKE...竹入 博人
チャイニーズ 芹菜...石川 和史
ちゃんこ楽座...辻尾 幹雄
中央軒...田中 信敏・田中 良平
中国菜館 福龍園...小池 義晴
中国料理 星華〜ほしのはな〜
...清水 隆治
中国料理かなめ...檜垣 英治
ディーバ...中尾 勘一郎
帝塚山 Lago...池邊 正憲
手作りパン工房「KOKORO」
...竹本 清憲
鉄板焼・ダイニング ヴィラージュ
...阿部 浩三・阿部 高大
土佐堀オリーブ...羽山 智基
とよなか桜会...満田 健児
トラットリア Buono Buono
...白石 友久
トラットリーア サバニー
...宮川 秀司
トレトゥールパリキッチン
...才新 裕康
とん足びーちゃん...土肥 克彦
虹や...尾崎 猛
日本酒とワイン 雪洞...奥村 雅史
バール イル・ソーレ 西中島店
...中西 康之
パティスリー mouque...椋木 恵美
パティスリー ア・ピエ...寺岡 亮二
ぱてぃすりー かいと...垣外 妙子
パティスリーフルート...樫原 幹久

パティスリー ラプラージュ
...林 正人
パティスリー ルシェルシェ
...村田 義武
パティスリー・ビュー・
ドゥ・パリ
...吉川 俊夫
パティスリーハシモト...橋本 尚泰
バル マル イタリアーノ 西中島店
...中西 康之
バル マル エスパーニャ 心斎橋店
...中西 康之
パンカフェむぎむぎ...窪田 慎太郎
ばんざい 一三屋
（他に複数店舗有）
...三浦 弘嗣
ハンス洋菓子店...岡本 健作
播備...冨永 正照
パンド・ミ...西田 信夫
日本料理 滴...冨原 聡志
ビストロカフェオムレット
...金村 光沢
ビストロ モーベギャルソン
...播野 好祝
ビストロ ル・ピシェ...冨山 康輔
ビストロ・
ド・リマージュ
...上山 謙一郎
ビストロ・ラ・ココット...西浦 正人
ビストロ&バール VISCO...近藤 邦宏
ブーランジェリ・マノン...宮本 慎
フォン・
ド・タナハシ...棚橋 潔
プティ
トゥ・ペッシュ...込山 智之
プティレストラン プードル...辻 重光
フランス食堂 ビストロ かたおか
...片岡 市子
フランス料理店 草月...若野 日出夫
フランス料理 パパノエル
...奥田 燿成
ふれんちん...白山 登茂和
フレンチ食堂 エスカルゴ
...藤原 一良
ぽちり
（夢鉄砲）
...澤原 甫泊
ボン・マリアージュ...中野 和美
本二鶴...伊藤 宗嗣
誠cuisine...大田 誠
桝田...桝田 兆史
みな都...湊谷 芳弘
ミルフィーユ
...野村 信希・野村 幸子
む田...牟田 宗隆
やまびこ食堂...山田 二朗
イタリア料理 ブカティーニ
...滝井 均
イチリュウ．
フーズ...村田 整男
エイチ エフ エス
（きりり）
...森 秀樹
なかたに亭...中谷 哲哉
パティスリーカフェ・バンフ
...川上 裕紀
菜々庵...竹村 和朗
料亭 こもだ...菰田 修巳
洋菓子工房 アミ・デ・クール
...鳥居 俊宏
洋風居酒屋JINANBO 鶴橋店
...徳原 清
ラ・シャンブル...藤田 直樹
楽菜 わさびや...五十嵐 武
リュール・
ド・ロワジ...大植 宏
ル・クロ 他複数店舗有...黒岩 功
れ・
しゃんどおる...藤本 猛彦
レストラン DUOMO...川崎 武治
レストラン SANO...佐野 剛一
レストラン SHIN...筒井 神一
レストランシャトレーヌ...井沢 誠
レストランシャンソニエ
他複数店舗有...芝野 茂夫
レストラン ダンテス...坂本 雅洋
レストランブルーテ...土井 肇
レストラン マリー...マリー 裕見子
レストラン 海岸通り...山内 惇
レストラン・アルザス...高彦 憲明
ロ アラブッシュ
（箕面に1号店有）
...沢柳 茂
和・shoku きりり...森 秀樹
ワインショップHTS...菅沼 恒
ワインバーフィロキセラ
...高宮 聖児
RISTORANTE L`EPOCA...岡村 和利
ワイン食堂 G'day...稲次 夏美
和菓子工房 あん庵 喜志店
...松田 明
わか芽...亀甲 明広
和魂ほむら...黒田 洋一郎
和食ひといき...上田 時次郎
和楽 せき根...関根 文幸
伊藤'ｓRestaurant MAGNOLIA
...伊藤 繁勝
伊呂波...草開 伊知郎
華風菜 春陽〜味な旅〜
...奥村 敦史
菓子工房 ツインズ・パパ
...田中 浩司
菓子工房 古伊万里...楠田 光久
割烹 あじ豊...竹内 豊
割烹 おかだ...岡田 昌典
割烹 まつもと...松本 元三
割烹 花しょうぶ...大城 正彦
割烹 希代...清生 明宏

オノウエ...尾上 峰一
気まぐれイタリア料理 来鈴亭
...鈴木 安紀子
季節のお料理 花うち田
...内田 信幸
季節料理 若菜...田中 研作
魚菜処 光悦...原田 実
京料理 木田...木田 和男
郷土料理 さつま...下別府 百枝
空清 こちかぜ...近藤 郁
串うま...山下 直利
串揚げ処 法善寺...田中 郭温
結生...南野 吉彦
月波
（下桂茶屋 月波／
北新地 半東）
...玉田 公一
元気ファクトリー
（焼肉どんどん）
...今吉 純一
御食事処 きはら...畑中 秀夫
御料理 松
（ときわ）
...神田 芳松
弘屋...菅沼 恒
久富...北田 晃久・北田 賀子
四季旬感 山崎...山崎 晃
柴藤
（うなぎ）
...柴藤 昇孝
手作りケーキ工房 GARO
...森本 泰行
手作りパン工房 ふるーる
...大嶋 孝之
酒ごころ 楽子供...前田 博仁
酒菜 Ohana おはな...勝元 忠
酒菜の肴 遊食家...高橋 宏彰
酒肴 花本...花本 実樹
寿しきしもと...岸本 達也
寿し長...山田 長徳
ジュリア...松本 忠浩
旬楽 多らを...多羅尾 光時
旬魚 旬菜 豊○...野村 豊史
旬魚菜 よし田／旬鮮酒場 天晴
...吉田 強
旬彩 つむぎ...茅切 彩子
旬菜 山崎 竹谷店／
旬菜 山崎 佐井寺店...山崎 浩史
旬肴旬酒 とみ多...冨田 耕貴
初音鮨...沼田 光弘
賞味...秋山 輝広
上海園...北川 雅史
食べ菜 なんば...難波 裕
新世改94ダイニング 誠...吉野 誠
新和風 らいさん...堀 隆一
翠陽...黒川 義行
西洋料理屋 カプリス...村田 能成
創菜庵 ひろなお...廣直 大
創作料理 三丁目...佐野 康平
大成閣...于 敦彦
但馬牛炭火焼肉 治平...岡所 誠
丹甫...丹甫 文昭
地中海バール Shimpatico
...渥美 伸八
中華菜館 水晶...成松 昇児
中華四川料理 祥園...松川 薫
中国酒菜 暢暢...井上 靖久
中国料理 ニュー上海...七野 恭一
中国料理 みわ亭...三輪 寛
中国料理 大元...村上 元
中国料理 明洋軒...松浦 一郎
天婦羅 ひらいし...平石 貴之
登奈里...小林 靖典
登仙...高田 増蔵
土佐市
（活魚料理 土佐市／
ディス31）
...西 聖市
奴ずし...田中 孝幸
唐菜房 大元...国安 英二
日菜...山田 晃弘
日本 いぐち...井口 貴夫
日本橋 藤久...近藤 久
日本酒餐昧うつつよ...藤井 章弘
日本料理 これから...小関 和仁
すきや 雲心...廣橋 信昭
日本料理 どんどん亭...和田 修志
日本料理 山ぶき...駒林 優雅
日本料理 梅市...奥田 高光
梅廼家...菰田 昌寛
八千代寿司...長谷川 敏也
肥後橋南蛮亭...斉藤 陸明
美食倶楽部 一歩...塔筋 勝之
福島金魚...岡 秀樹
庖丁一本...佐藤 光義
北新地 穂の河...内海 隼人
本舗 さかふね...山中 基広
味香房 鼓ころ...木村 誠二
味茶香「やま脇」...山脇 継一
洋食のラグー...中村 隆宏
料亭 江戸菊...新田 耕三
料理道楽 築漸 複数店舗有
...権田 和徳
恋花亭...末吉 有子
和酒菜処 ひかり...光森 たか子
和洋遊膳 中村...中村 正明
鮓芳...井上 達哉
響珈琲...河合 善江
中菜Labo. 朝陽...髙橋 秀栄
天星...沼田 和也
天ぷら 沼田...沼田 和也
ad hoc...高山 龍浩
AZITO〜粋な小料理とお酒〜
...原 利昭

地酒屋 いわ月...岩月 泰樹
Panetteria Ottimo Massimo
...吉村 有紀子
酒肴一会 ぽん...篠﨑 章裕
鉄板焼きと日本のお酒 conne
...黒木 隆一
Chinese Restaurantしの風...松井 忍
和菓子処 喜楽...堀端 祐助
よどやばし 燁...上野 法男
Pissi Pissi Tomo...柳橋 智美
家和らぎ...鈴木 翔太
Café Stylist ダイニング バル8-eito...山手 淳
旬彩 旬魚 傳右衛門...森本 将弘
Pâtisserie La Fête...坊城 伸博
日本料理 寺田...寺田 繁
がじゅまる食堂...松田 政隆
CHOCOLATERIE PÂTISSERIE Solilité
...橋本 史明
フランス料理 Barbe Père
...山下 兼司
和 Dolce piccia...石井 美希子
Natural café & bar mofu mofu.
...横田 良次
Italian bar Giocondo...川島 貴宏
まごころ料理 鷲見...鷲見 努
Bistrot Pot à J びすとろぽたじぇ
...肥田 順
ピッツェリア＆串BARくま食堂
...田宮 健嗣
cafe Teクノ...宮田 真志
IL Motto...本岡 光嗣
テンシンランラン...岡田 源貴
Alla Goccia...北村 仁
日本料理 滴...冨原 聡志
酒菓家 NAKAGAWAみ...
中川 美由紀
LABO.KAKAPO...中島 遥香
Pâtisserie -et toi-...飯尾 元洋
中国菜 エスサワダ...澤田 州平
ルラシオン デュクール アミエル
...大川原 和弘
RISTRANTINO pinoli...松川 雅紀
懐石料理 西天満 中村
...中村 明美
魚と酒うおさぶ...井口 卓
あなごと日本酒 なかむら
...中村 悠太郎
あいいろ...家本 愛
回転寿司 六鮮...松島 稔
よどやばし 飄々...木村 栄至
Cucina HanaMano...向川 華
bistro192...酒居 郁二
天満橋 藤かわ...藤川 慎司
N.COFFEE ROSTER LABORATORY 王子
珈琲...長瀬 弘幸
ケーキ工房 FU...藤原 章生
La PIZZA D'ORO...藤井 啓輔
天婦羅 はたけ...畠中 健佑
韓国料理＆居酒屋 ばんぐり
...金 起漢
Opus One...小早川 稔
Cuisine&Wine KEIZO...舩木 敬三
ニュータコイチ...上村 克郎
和たなべ屋...渡辺 建吾
洋食 オ･ガッサーラ...三木 慎也
かどしま...門島 公太郎
にしお Bakery...西尾 満
和食旬菜 滝...赤滝 聡子
フレンチバル coucou...福元 啓之
Petite Ayako
（お菓子教室）
...柴谷 絢子
折衷料理 Nakajima...中島 彰浩
ベトナムカフェ Chom Chom
... Jon
n
旬彩 三谷 創作 和柳...三谷 有弘
プレミアムビア＆ワイン 113
...奥田 憲一
隠れ家Cafe ことのはじまり
...山本 慎平
intime...山内 茂／山内 英理奈
華泉...山本 弘明
うろこ屋...岩本 りか
鮨 航...福島 航
PaPa2 BAKERY...藤林 泰之
ＵＴＳＵＢＯ 薫食...松本 真美
照屋...照屋 克規
中国菜 fève.（フェーヴ）
...畑川 豊
カジュアルＩ
ｔ
ａ
ｌ
ｉ
ａｎ& French epi
...蛯原 武
Dexter Diner...徳岡 壮平
ご馳走 ね音...穐村 朋憲
KASHIYA 實...仲 實
心斎橋 いまり...坂本 真理
パン工房ぺぺ・とと...永岡 市良
酒さんぽ道 ちろり庵...中野繭美
手作りマフィン La・Feuille...菅原 大
公園と、
タルト...平野 智久
しろくま...西川 伸之介
パティスリーナツロウ...東口 夏朗
ｐâtisserie épisode
...井澤 健太朗・井澤美加子
Pacific Sun...上村 紗梨奈
石ヶ辻 ゆいの...結野 安雄

鉄板ステーキ 自家製ソースの
お店 たかひろ...阿部 高大
かふぇのぶちゃん...徃西 のぶ子
創作中華バル 玩笑家
...中村 伊都子
とんかつ あしみ ＭＣＡ...西村 克也
菓子店 あまつひ
（amatsuhi）
...木村 眞世
海鮮うまいもん居酒屋アルケミスト
...辻本 幸司
酒と肴 あべちゃん...安部 恭平
すたんどぼぶ...中村 文香
パティスリールシェルシェ
...村田 義武
bakery labo Quadrophenia
...博田 徳裕
中華バル サワダ...澤田 州平
洋菓子処OYATUYA...薄井 弘次
Bistro MOUSQUETON...下家 知子
太志傳...寺田 太
gruppetto...古澤 新吾・古澤 由瑛

レフトアローン 株式会社リアル
コーポレーション
株式会社神戸飯店
株式会社第一楼
株式会社友縁

Ｅｍｉ
ｌＺｕｃｋｅ
ｒ
ｂａｃｋｅ
ｒ
アイズアセット株式会社
カタシマ株式会社
パイの店 芦屋カロル
パティスリー アンクレール
パティスリー マリアージュ
パティスリー・アプレシエ
ポッシュ・
ドゥ・レーヴ芦屋（株式会
社PRコーポレーション）
リュバン・アン・プリュス
株式会社アミュゼ
（パティシエ エイ
ジ ニッタ）
株式会社エーデルワイス
株式会社シュゼット・ホールディングス
株式会社シンケールス
（ファクト
リーシン）
株式会社シンフォニーナガノ
株式会社パティシエ エスコヤマ
株式会社フジモト
株式会社ユーハイム
株式会社ラ・バニーユ
株式会社レーブドゥシェフ
西洋料理
株式会社ローゲンマイヤー
ＢＯＴＴＥＧＡＢＬＵＥ
（ボッテガブルー）
株式会社ワイエムカンパニー
（パ
イフコープ株式会社
オサマンズクルー株式会社
（アグロカフェ） ティスリーコンサクレ・カイ）
末廣
シトロニエ
有限会社 アマンディーヌ
トラットリア イル モンド
有限会社 リビエール
プルバンフードサービス株式会社
有限会社e.アンデルセン
ポトマックグループ
有限会社カズ
ルミナスクルーズ株式会社
有限会社ジャンティベルン
（ベル
芦屋フレンチ 北じま
ン甲東園店、
甲子園口店）
塩屋土地株式会社 ホテル事業
有限会社ダニエル
部 ホテルアナガ
有限会社ボック
（神戸洋芸菓子
株式会社GCC
（オテル・
ド・摩耶）
ボックサン）
株式会社Matsushima
有限会社ボンポアン
株式会社Ｐ
ｌ
ａｎ
・Ｄｏ
・Ｓｅｅ
・神戸
有限会社モリナカ
（ＯＲ
Ｉ
ＥＮＴＡＬＨＯＴＥＬ）
有限会社ユーカリプティース
株式会社SAKURAGUMI
有限会社リッチフィールド
（パティ
株式会社Yorkys Entertainment
スリーリッチフィールド）
株式会社カワムラ
株式会社グリルみその
株式会社いづみや本舗
株式会社クレ・
ドゥ・レーブ
（御菓子所泉寿庵）
株式会社ダイニングホリック
株式会社千鳥屋宗家
株式会社ティーエスインターナショナル
・
・その他
株式会社パソナグループ
株式会社パソナふるさとインキュ
butterflyeffect
ベーション
（のじまスコーラ、
ミエレ、 J-Tak株式会社
あわじクラフトサーカス）
エルベラン
株式会社プレミア・
トアロード神戸
株式会社エーデルワイス 関東支社
（神戸トアロードホテル山楽）
株式会社サザエ食品
【プレミアホテルグループ】
株式会社チャイナロードジャパン
株式会社マルゼンダイニングアン （ショコラリパブリック）
株式会社御座候
ドリゾーツ
（アルティスタ）
株式会社新保哲也アトリエ
株式会社レック
（KSGグループ）
株式会社菅屋
株式会社吉祥
有限会社TOMONAGA
株式会社古泉閣
有限会社スーリール
西脇ロイヤルホテル株式会社
有限会社ツマガリ
（ケーキハウスツ
淡路麺業株式会社
マガリ）
特定非営利活動法人こむの事業所
ン
宝松株式会社
株式会社boulangeyamauchi
有限会社アモーレ・アベーラ
株式会社ＮＡＧＡＳＡＷＡ
（１００円
有限会社ターナ
パンのヤキタテイ）
有限会社トリトン
株式会社イスズベーカリー
有限会社ラッフィナート
株式会社カスカード
有限会社ルッカ
株式会社コム・シノワ
日本 理
株式会社ドンク
メイワスターフード株式会社
株式会社ハットトリック
（ア･ラ･カ
レストラン新月
ンパーニュ）
ロテルド甲子園株式会社
（ホテル
株式会社ベイクパン
ヒューイット甲子園）
株式会社ヨシカワ
株式会社HANA
株式会社一麦
（パンネル）
株式会社KayaGroup
株式会社中市大福堂
株式会社カワード・チャレンジ
有限会社ジャーマンホームベーカ
株式会社けんじフードサービス
リー
（フロインドリーブ）
株式会社ここちよ
有限会社バックハウスイリエ
株式会社サンマルカワ
有限会社ビゴ
株式会社ユラク
フ ・
株式会社葛城
株式会社Taseta Trustea Japan
株式会社共立メンテナンス
株式会社篠山自動車教習所
城崎 円山川温泉 銀花
株式会社小川珈琲クリエイツ
株式会社古まん
株式会社川口屋
合同会社ときわガーデン
（城崎リバーサイドホテル）
ル・
株式会社島家
TKB株式会社
（月光園）
（宝塚ワシントンホテル）
ウェスティンホテル淡路 株式会社
株式会社瓢亭
夢舞台
子孫
サフィールリゾート株式会社
松屋フーズ
（寿司・てっちりまつや） ホテルニューアワジグループ
舌つづみ処 なか井
伊丹シティホテル株式会社
北野 新月
塩屋土地株式会社 ホテル事業
有限会社やわらぎ
部 ホテルアナガ
有限会社りんどう
株式会社キャッスルホテル
有限会社三七十
（三七十館）
株式会社ホテルオークラ神戸
有限会社暮布土屋
株式会社ホロニック
料庵有とみ
株式会社井筒屋
理
株式会社欽山
CHINESE FOOD eito
株式会社銀波荘
シンエーフーヅ株式会社
株式会社上山旅館

株式会社新神戸ホールディング
ANAクラウンプラザホテル神戸
株式会社神戸ポートピアホテル
株式会社西村屋
株式会社淡路島観光ホテル
株式会社中の坊
株式会社兵衛旅館
神戸メリケンパークオリエンタルホテル
神戸北野ホテル エイチ・ワイ・ホス
ピタリティ
・エンタープライズ株式
会社
姫路ホテルマネジメント株式会社
有限会社木村屋旅館
株式会社ラスイート
（ホテル ラ・ス
イート神戸ハーバーランド）
・学校・ ・ 食
医療法人協和会 協立温泉病院
医療法人社団衿正会 生駒病院
医療法人社団健癒会 介護老人
保健施設 ふるさとの家
医療法人社団光陽会 介護老人
保健施設 ヴィラ光陽
医療法人社団西宮回生病院
医療法人社団西宮回生病院
大原病院
医療法人社団石橋内科 広畑セ
ンチュリー病院
医療法人社団淡路平成会 東浦平
成病院・介護老人保健施設 ケア
ホーム東浦・グループホーム北淡
医療法人社団淡路平成会 平成
病院
医療法人社団南淡千遙会 神戸
平成病院
医療法人社団南淡千遙会 南淡
路病院
医療法人尚和会 宝塚第一病院
株式会社Ｅ
ＩＣ
（メディカルフード事
業部）
株式会社オアシスMSC
株式会社ハートフィールド
（ドレミ
キッズ保育園）
株式会社みらいたべる
株式会社メディス 関西本部
近畿中央病院
公立豊岡病院組合
社会福祉法人 桜谷福祉会
社会福祉法人 千鳥会
社会福祉法人 夢工房
社会福祉法人ふたば福祉会
社会福祉法人みぎわ会
社会福祉法人愛々福祉会 あいあ
い保育園
社会福祉法人関西中央福祉会
ケアハウス有馬ホロンの苑
社会福祉法人幸仁会 介護老人
福祉施設 かおりの丘
社会福祉法人神戸婦人同情会
ブルーバレイ
社会福祉法人神戸婦人同情会
子供の家
社会福祉法人千鳥会
社会福祉法人兵庫福祉会 介護
老人福祉施設 ヴィラ播磨
社会福祉法人平成記念会 ケア
ハウス東浦エルベ
社会福祉法人有馬福祉会 有馬
保育園
川西市教育委員会事務局
（川西
市職員・調理師）
富士産業株式会社 神戸事業部
イダル
株式会社クレ・
ドゥ・レーブ
株式会社ラヴィマーナ神戸
その他
Bar 3Flippers
エム・シーシー食品株式会社
まねき食品株式会社
芦屋市役所
栄開発株式会社
（神戸カントリー倶楽部）
株式会社G-7ホールディングス
株式会社VAI
（かさ原）
株式会社いかりスーパーマーケット
株式会社バンイング
株式会社ミャムミャム
株式会社ロイン
株式会社ロック・フィールド
株式会社ワークステーション MEG
株式会社芦屋魯耕
株式会社阪神フード
株式会社神戸物産
株式会社淡路屋
合同会社ヒュドラー
兵庫倶楽部
宝塚市役所
万葉倶楽部株式会社
有限会社ｐ
ｌ
ｕｓＺＥＮ
有限会社八喜為
有限会社喃風

Bottega DAI...藤井 大輔
cafe dining 田−DEN−...土田 浩一
Café Marukou...石上 直美

Café Pâtisserie Beurrer Fariner
...田邊 規雄
Cafe 春...春野 良太
China Bistro EVOLVE...常村 美文
Chinese restaurant 鮮華...小島 貴之
Cuisine Franco-Japonaise MATSUSHIMA
...松島 朋宣・松島 和恵
Cuisine Peri亭
...永井 孝幸・永井 百合子
DEUX PLAISIR...園城 敏之
impression...鈴木 学
Little Amie...赤星 美奈
osteria della Capanna
...池田 敬之・池田 幸子
Patisserie Miravelle...妻鹿 祐介
Pâtisserie Saku...櫻井 健太
Pâtissier Éiji Nitta...新田 英資
Peri亭
...永井 孝幸・永井 百合子
SABIO CAFÉ...澤 順子
SANMARINO
（サンマリノ）
...平田 光希
Vivoイタリア食堂...吉富 孝昌
あお山...青山 正人
芦屋菓子工房
（パティスリー
ドゥシェフ アサヤマ）
...朝山 末男
イタリア オルモ...成田 真也
梅屋...梅谷 知明
欧風料理アジル...藪 彰夫
かふぇ& れすとらんしふぉん
...名城 雅俊
キッチンしまだ...嶋田 正人
ケーキ工房 フェアリーテール
...清水 貴史
ごちそうや以蔵...西川 祐一郎
魚処 さかづき...重松 妙美
酒肴 森髙...森高 由妃
シオン...松原 菊次
蕎麦 一...小谷 英一郎
中華菜 華吉...吉川 智之
鶴のひとこえ...鶴田 雅之
ティールームマーブル...鎌田 敦
鉄板中華・焼きそば なかちゃん
...中 章信
バール ラッフィナート...小阪 歩武
パティスリーミュウミュウ
...小島 章裕
パティスリーシェルバン
...尾角 真知子
パパンがパン屋さん...松本 雅之
バレンシア...是沢 慶久
やす桜...本田 康浩
ル・シャレー・グルマン...植野 博久
ル・パティシエ プチ・ムッシュ
...松浦 孝一
レストラン ニコル...小西 弘幸
レストランメゾンドール...松本 高幸
老虎菜 オーキッドコート店
...花田 剛章
ワインとお酒和心料理 Takasaki
...高崎 智浩
地蔵家...中原 親則
AMANDINE...原田 博子
BARBACANE...廣瀨 太介
Bonpoint 筑紫が丘本店
...佐田 敬嗣
boulangerle Wada...和田 俊彦
café.shuu...野村 周代
BAKE-R...鬼藤 孝行
Ｉ
ｌForno...赤木 英之
L'avenir CHINA
...今村 浩之・今村 理恵子
Latelier ichiko...赤穂 由紀子
le benaton...高谷 慶
Le Passage...春名 公章
MoreDiningてまりぼく...佐伯 純子
PÂTISSERIE【H】KATÔ...加藤 博章
Patisserie Mono...山本 直英
Pâtisserie Take Art...湯浅 健典
patissier GENTARO...山下 源太朗
pulcino...安川 美穂・木下 美保
RISTORANTE raffinato...小阪 歩武
sweets club BeBee
...田邉 一雄・田邉 裕子
trattoria Coccinella...金作 裕司
アノニム...加古 拓央
安愚楽...堂脇 一将
アンシャーリー...井上 晃一
イタリアン食堂 TOMMY...富丸 政嘉
ヴィラブランシュ...中川 裕史
オステリア オジラソーレ
...杉原 一禎
お菓子とパンの教室 Petit Bois
...小林 久美子
お菓子のお店KaZu...山本 一人
懐石料理 三木...三木 修
カタシマ...広氏 良致
ガトゥ・
ドゥ・シナ...鈴江 史奈
ビストロミヤン...宮﨑 博士
カフェ・レストラン アンシャンテ
...友田 誠樹
カフェレストランピカソ
...菊池 健一郎
しげ松...重松 和治・重松 妙美
ケーキハウス ナルミ...関 隆宏

グランサブール夢工房
...塚本 一郎
ケーキ工房 菓楽...藤井 隆志
シェ・ローズ...佐藤 義明
旬菜一悠
（天ぷら）
...岡本 泰典
旬の馳走 土はし...土橋 政弘
すし懐石 大蔵白仙...山本 順也
ステラベーカリーショップ
...尾上 留奈美
タチバナ...橘 伸之
だしの店 つみ木...金山 栄秀
タパス&ワイン イザラ...野村 京子
中華ビストロ 吉芳...行光 威夫
なが坂...長坂 俊明
はし本...橋本 誠
パティスリー スーリール
...伊藤 展行
パティスリー ル・ヒロ...大上 裕之
パトゥ...山口 義照
パン工房 たんあん...伊藤 坦
ビストロ Takebou...大浜 武彦
ビストロ・
ド・ペリゴール
...佐久間 健一
ファーベル...纐纈 崇
フランス ル・ビストロ...宇野 勇蔵
ふらんす食堂プティポワ
...安田 將典
ブレッド&バター...長谷 達男
メゾンドゥラヴェニュー
...星田 章行
ケーキハウスツマガリ
...津曲 のぶ子
ダニエル...中村 道彦
パティシエ・エス・コヤマ...小山 進
バルバ
（ガッリレオ）
...坂本 昌三ポ
ム・ココット／フランスポム・ココット
...原田 靖司
みやたビアレストラン ロイン
二店舗目あり...宮田 成之
ルッカ...浜内 司・浜内 咲子
河本本舗...河本 茂雄
ラ・グーテ...上野 照治
ラ・バニーユ...村上 一晴
リストランテ ダ・ルーポ322
...森 良之
ル・フェドラ...梅原 崇人志
レストハウス栄...足立 栄司
レストラン アミタ...後藤 久右衛門
レストラン 十五夜...千原 孝
老虎菜...花田 剛章
ゑびす亭
（複数店舗あり）
...戎 啓裕
欧風料理 シェ・Yamato...本田 大和
菓子工房 ダ・ヴィンチ
...吉川 知志・吉川 留美
菓子工房 英
（HANA）
...衣川 英恵
海鮮フランス料理尾野
...尾野 雅彦
喫茶・スナック「ラムパート」
...清水 美秀
串焼創菜やえもん西神戸
...山崎 仁嗣
甲子園給食...野武 哲也
手打ちうどん 吉野...徳田 裕一
西洋懐石 アンシャンテ
...宇津木 由夫
太閤寿し...衛藤 義英
炭火焼肉 味一...平田 浩一
茶遊菓楽 諏訪園...酒井 一行
仏蘭西菓子 シャティヨン
...山﨑 美樹子
米鶏食堂 あ鳥ぶ家族
...米津 秀樹
宝塚プリエ...山森 敦史
味処 だん...檀上 芳勝
民宿 せきのや...関 崇志
料理旅館 おかべ...岡部 賀胤
和懐食 かなやま...金山 圭一
Le Ciel de Paris...真鍋 明宏
ル・クロ 丹波邸...黒岩 功
da gennarino...山中 信和
topinambur...佐野 精彦
CHEZ CHILO...笹倉 瀬利奈
Kamiya ...神谷 道弘
Pâtissier Nishikawa Kenji KOBE
...西川 健司
熟成和牛 焼肉 雄三郎
...三木 雄三郎
中国菜 HATSU...初村 学
中華料理 真...莇生 真
日本料理 一意専心...今西 政人
China Dining liù...西川 秀祐
Chocolatier Yasuhiro Seno KOBE
...瀨野 靖大
Dining Kitchen ワイワイ...川上 行成
荒神 継ぐ味...伊藤 望
パティスリー エトネ...多田 征二
割烹 未かん...三﨑 康平
New Style Kitchen J...桝野 潤
味範家...三原 範也
日本料理 かわもと...川本 徹也
麺屋 七宝...西川 秀祐
香港海鮮料理 和
（kazu）
...岡本 和弘
trattorìa alfio1997...糸賀 翔平

割烹 曽根...曽根 康弘
Patisserie EN...菊富 友一
甲陽園 すし佳...橋本 拓哉
Pâtisserie COCORO...野口 育恵
Ｂａｋｅ
ｒ
ｙＳｏｕ...宗 隆弘
ｌＥｓｓｅｎｃｅ.ｂ...宮狹 義幸
CHINADINING 楊貴妃...川口 明寿
中国菜 香山...宇陀 正史
野菜ソムリエ認定レストラン 玄米
ごはん＆おばんざい三貴
...平井 三貴

良
理
Ａ
ｌ
ｃｙｏｎｅ
（アルキオーネ）
communico
nakamuraya株式会社
イルクォーレ
（Ｉ
ＬＣＵＯＲＥ）
ピッツエリア＆バール サンプーペー
フレンチ居酒屋 えとね
株式会社KPワークス
（ペッシェロッソ）
株式会社奈良ホテル
株式会社尾河
日本 理
うなぎの豊川
きのこ料理 創士庵
株式会社 柿の葉ずし
（平宗別館 倭膳たまゆら）
株式会社グルメジャパン
（さえき・薫雲庵）
株式会社菊水楼
株式会社和やまむら
蕎麦・菜食 一如庵
旬彩ひより
白Ｔｓｕｋｕｍｏ
豊国ヌードル株式会社
有限会社ダイニングちかざわ
有限会社プリモフーズ
理
株式会社LA.FAMILY
株式会社飛天
有限会社MUSCARI
Patisserie N,atsuhiro
スーリール ダンジュ
パティスリー・ショコラトリー エメラ
株式会社Neiro
株式会社エルクレア
（ガトー・
ド・ボワ）
株式会社グルメハウス
株式会社フレスカ
川端風太朗
株式会社きた山中谷堂
株式会社吉方庵
・
・その他
株式会社樫舎
株式会社本家菊屋
御菓子司 西善
有限会社梅ぞの
ン
株式会社内藤（パン焼人こうじろう）
有限会社アール
ル・
株式会社ワールド・ヘリテイジ
株式会社近鉄旅館システムズ
奈良ホスピタリティーサービス株式会社
・学校・ ・ 食
ハートランド
医療法人平治会
株式会社ダイショク
株式会社ハートランド
社会福祉法人恩賜財団 済生会
奈良病院
イダル
ディライト株式会社
株式会社尾河 Le BENKEI
その他
センナリフーズ株式会社
株式会社ＬＯＶＥＬＯ
（地元愛居酒屋テバス）
奈良県上北山村 地域振興課
（道の駅「吉野路 上北山」）
有限会社井上企画・幡

ALBA...嶋田 順弘
BISTROT LE NORD...北田 浩久
COPINE...上村 康弘
GiGi cafe & curry...谷川 茂樹
Pain de caisson...高原 勇毅
伊東
（プラザ）
...伊東 誠
尾河 Le BENKEI...尾川 卓司
きっちんらふ...西原 由美子
四季彩宴 あまき...中川 旭
旬菜・中華バルミツカン
...田村 光史・田村 寛子
たけ鮓...金子 憲司
パティスリー アンバトー...松吉 亨
パティスリー・Neiro...上田 嘉規
ベンベヌート...宮部 健児
めしあがれ Bon appetit...大西 佳則

レストラン 吉川亭...吉川 敬右
わらべ喜庵...小櫻 敏和
帆浦茶屋...道上 久司
美味厨房 呵呵
...高代 泰弘・高代 尚世
旅館 歌藤...歌藤 健太郎
和楽庵 沖田...沖田 考市
BISTROT SQUARE...澤井 隆志
ChineseDining 白鳳酒家
...瀧口 浩史
p+b Ananda...中部 聖子
Pas A Pas...藤岡 健一
Pâtisserie N,atsuhiro...仲西 淳裕
Salon des vins SEVE...奥西 良
Stella Lune...田村 泰範
Studio 桂花...小倉 聡
アヴィニヨン
（ビストロ ル・クレール）
...吉崎 公浩
甘羅舎福茂千...谷川 千佳子
イタリア料理 カンタレーレ
...桜井 正明
癒羅里福茂千...谷川 千佳子
うなぎの川はら...田村 宜子
パティスリーショコラトリーエメラ
...藤原 尚樹
お料理 枯淡...水川 正則
かしき屋福茂千...谷川 千佳子
横田福栄堂...横田 博司
柿の葉ずしヤマト...宮倉 靖幸
西湖...橋本 肇
鈴永
（ローゼの菓瓶）
...鈴木 耕二
ケーキハウス アドレ...松本 友美
さくら cafe...島田 佳子
スーリール・ダンジュ...阪本 達也
スマイリー...上村 元宏
ふぁりーぬ...鶴我 裕之
プティ
・アルシェ...永本 善治
プランミュゲ...武藤 真理子
フランス菓子 エール・ダンジュ
...泉 直
ママン洋菓子店...東野 英子
ミカド実業／中華飯店 豚珍館
...久保田 仁孝
シュルプリーズ...平田 幸男
ら・くら...倉本 勝
リストランテイタリアーノかくれんぼ
...辻合 明男
和やまむら...山村 芳子
菓子工房 マリアージュ...乾 祐三
菓子工房 あき房...植田 晃弘
割烹 魚魚楽...中田 克己
割烹 恵方...田仲 広幸
出前料理専門店「津川」
...津川 和人
千日前 三九...三俣 久司
中国菜館 桂花...小倉 聡
中国料理 天龍...井手 力
中国料理 杤...杤 康憲
天上天...橋本 肇
桃花源...荻田 恵子
日本料理 川波...奥田 眞明
和牛ステーキ 関
...関 伸二郎・関 良文
食堂 マツカワ...松川 優介
Sweets Labo kasi...末瀬 悠
中国粥 穀雨...山崎 良子
Osteria YU・RU・RI...吉岡 孝章
Sarara & Sunrice...中尾 圭子
Communiko...川島 宙
la forme d'eternite...永野 良太
BAR JIRASOL...佐藤 祐一
奈良 而今...清水 唱二郎
おか田...岡田 直己
ル ジャルダン ヴェール
...東塚 基史
HiSaSo...大杉 治城
チャイニーズキッチン 晃輝
...西 晃希
Maison Y...藤門 佑樹
お菓子工房 かわい...川合 陽

山
理
とれとれ市場 南紀白浜株式会社
株式会社ＤＡＮＫ
株式会社丸和 レストラン事業部
（オテルド ヨシノ）
株式会社島精機製作所
（トラットリア イ・ボローニャ）
株式会社白浜エンタープライズ
有限会社フレスコ キャナリィ
・ロウ
和歌山店
有限会社友愛
（ＪＯＹ 味村）
和歌山マリーナシティ株式会社
日本 理
株式会社グランビスタホテル＆リ
ゾート
（白良荘グランドホテル）
株式会社丸和食品
株式会社信濃路
（信州そば・
うどん 信濃路）
株式会社白浜館
（ホテルシーモア）

卒業生オーナー店リスト

堅田漁業協同組合
有限会社千里十里
（ちりとり）

取

パティスリーＴＡＭＡＮＯ
株式会社Ｍｉ
ｋ
ｉ
（ル・パティシエミキ）
株式会社アンブローシア
理
株式会社出口商店（お菓子の工房ａｎｎe） 株式会社ホテルマネージメント米子
株式会社福菱
（ANAクラウンプラザホテル米子）
手づくりケーキ・焼きたて工房
株式会社東浜
プティ
・アシェッ
ト
・
・その他
農業生産法人 有限会社柑香園
有限会社パンドラの箱
（観音山フルーツガーデン）
有限会社リビドー洋菓子店
有限会社プレズィールキムラ
フ ・
・
・その他
有限会社寿屋
スターフードジャパン株式会社
ル・
ル・
休暇村奥大山
倉吉シティホテル
ホテルグランヴィア和歌山
（和歌山ターミナルビル株式会社）
株式会社ひまわり企画
株式会社サウステラス
日ノ丸観光株式会社
株式会社白浜館
・学校・ ・ 食
白良荘グランドホテル 株式会社グ
医療法人社団日翔会
ランビスタホテル＆リゾート
社会医療法人 仁厚会
・学校・ ・ 食社
その他
会福祉法人ようすい会
株式会社丸合
社会福祉法人皆楽園
有限会社大平フードシステム
社会福祉法人和生福会
介護老人福祉施設 緑風苑
Bistrot Furaipan...奥平 常男
南陽食品株式会社
Boulangerie et Café・Le Cochon d'Or／
その他
Le Cochon d'Or á table...倉益 孝行
医療法人田村病院
Toujours
（トゥジュール）
株式会社オレンジライフ
...稲木 稔・稲木 寛子
株式会社わらいや
旬酒悦 ゆきち屋...藤田 由紀子
株式会社紀和味善
手打蕎麦 かわぐち...川口 正之
幸松株式会社
パティシエドゥヒロ...広瀬 勝重
ピクニック...内田 章子
ボヌール洋菓子店...音田 貴之
Pâtisserie chibicoro...池田 みどり
レストラン ワインバーコートドール
Stelｌato...山本 直樹
...前田 聖
Suntopia...森下 佳子
ウィーン菓子 リンツ...宿院 広美
たまゆらの里...岡本 尚
レストラン アムール...青山 稔
ステーキダイニング ゆかり
中華菜館 雷安...安田 剛
...井沼 将基
イッツ・バー&グリル...吉川 慎二
ハシグチ洋菓子店...橋口 龍彦
和み処 八州...川口 毅
プティアシェット
御菓子処 ふね...阪根 光
...田中 晃雄・田中 和歌子
ぼくらの食卓...足立 延行
もんぺとくわ...下山 英範
ル・パティシエミキ...三鬼 恵寿
ル・マタン...宮脇 朝子
仕出し料理 さかせ...御前 紀朗
日本料理 恵比寿...西ヶ野 一郎
理
Chezみなみ...南 健／南 雄介
マリエ・やしろ株式会社
Petit a Petit...宮本 友理子
株式会社長楽園
UTENSIA...中井 一統
理
いさみ寿司...谷口 卓司
有限会社トラスト・Ａ
ヴィラ アイーダ
有限会社桃仙閣
...小林 寛司・小林 有已
うどん・そば処 新勝...藤本 弘治
パティスリー ガレット
お菓子の工房 anne...出口 修司
リンツ洋菓子研究所株式会社（リンツ）
カンパーニュミツムラ
・
・その他
...三ツ村 直伸
福泉堂
ぐりる南蛮亭...土井 勇
ン
シェ・卓...上野 卓也
社会福祉法人桑友
トラットリア フェリーチェ
ル・
...松本 宇志
有限会社玉造皆美
（佳翠苑 皆美）
パスティス...長田 昇司
・学校・ ・ 食
パン・
ド・パニエ...東 直樹
益田赤十字病院
ビジネスホテルトップスイン神楽野
社会福祉法人 桑友
...植田 幸男
その他
ビストロ・
ド・セレーネ...鵜殿 廣幸
一般社団法人海士町観光協会
フランス菓子 パティスリー・リヨン
有限会社舶来フード
十番丁店...矢田 万幸人
ラ・バンビーナ...長谷川 昭次
割鮮 喜山...栗山 須美夫
爸爸厨房
（パパ厨房）
...細木 育郎
割烹 雅楽...太田 雅則
ひがしや料理店
（料亭 ひがしや）
韓国料理オッパの味...山口 諭
...小林 敏行
季節料理 こじま...小島 雅人
フランス料理 RENCONTRE
季節料理・すし 八百亀
...山口 倭可子
...岡田 泰尚
楽一献「八千代亭」複数店舗有
手仕事パン工房 ソレイユ
...長野 真二
...安居 武彦
レストラン ボンヌママンノブ
新営料理学院 レストラン 留異
...上田 幸治
...西嶋 正彦
居酒屋 郷...郷原 康夫
中国料理 詩仙...堀内 令司
出雲蕎麦 日本一 大名陣
鈴屋...鈴木 一弘
...新宮 正紀
和風レストラン あじくら...服部 昭博
中国料理 桂林...山根 剛
鮨会席 いちよし...最田 善文
Bistoro かも川...小林 洋平
鮨処 濱光...濱口 正之
Pianoman...山野 俊朗
サントピア ステラ県文店
うどん屋...今井 眞澄
...森下 佳子
カフェレストランフォーシーズン
patisserie jun...由井 淳
焙煎香房 茶豆珈琲...佐藤 啓二
Joli jolie-和欧町家／西欧館
フランス料理ラルカンシェル 平田店
...大伴 奈代
...大橋 昌典・大橋 庸子
chinois SUMII...炭井 雄策
パティスリー・キュイール
チャイニーズ酒場「福福」
...金見 俊夫・金見 美智子
...岡野 祐己
ムーランドール...木戸 敬二
Restaurant Caravansarai...更井 亮介
Omaggio da Konishi...小西 達也
マル西製菓ぺんぎん一番堂
cii stand...講武 千晶
...西岡 晃
パティスリー ルノワール
...黒田 高広
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人
山
理
株式会社マグリット
株式会社倉敷国際ホテル
日本 理
ネクステージサービスクリエイツ株式会社
メルパルク株式会社
（ホテルメルパルク岡山）
荒手茶寮
湯郷温泉 季譜の里
有限会社日本料理 一扇
有限会社浜吉
理
株式会社ホテルエクセル岡山

日本 理
ベネフィットホテル株式会社
株式会社アペックスインターナショナル
株式会社ひのき
株式会社フォーリーフ広島
株式会社まる文
（香の月）
株式会社伯和
（伯和グループ）
株式会社白鷹
広越株式会社
有限会社かめ八
理
映クラ株式会社

Ｐａ
ｔ
ｉ
ｓｓｅ
ｒ
ｉ
ｅＮＩ
ＴＡＮ
（パティスリー ニタン）
クラークシーゲルプランニング株式会社
パティスリー アニバーサリー
パティスリー イマージュ
株式会社クレセント
patisserie ALBa
株式会社藤い屋本店
ジャンティ
・
・その他
パティスリー アルバ（ｐａｔ
ｉ
ｓｓｅｒ
ｉ
ｅＡＬＢａ） 株式会社コグマヤ
パリ3区
株式会社櫟
ル・フォワイエ有限会社
ン
株式会社ロマラン洋菓子店
株式会社アンデルセン
有限会社 祐揮
（ラ・プロヴァンス） （アンデルセングループ）
有限会社フランセ
（ラ・セゾン・
ド・フ
ル・
ランセ
ANAクラウンプラザホテル広島
・
・その他
（株式会社ホライズン・ホテルズ）
わかな合資会社
オリエンタルホテル広島
フ ・
シェラトングランドホテル広島
株式会社サンマルクカフェ
株式会社A.I.C広島マネジメント
ル・
ツネイシLR株式会社
NAクラウンプラザホテル岡山
株式会社ベッセル
株式会社ホテルグランヴィア広島
＜株式会社レイ＞
株式会社ホテルグランヴィア岡山
株式会社リーガロイヤルホテル広島
株式会社下電ホテル
株式会社海風
休暇村蒜山高原
株式会社庄原グランドホテル
・学校・ ・ 食
・学校・ ・ 食
公益財団法人操風会 岡山旭東病院
株式会社糧配
ブライダル
公立学校共済組合 中国中央病院
株式会社トラプラスナツ
（風ノウタ） 社会福祉法人春海会
翠宝商事株式会社
日清医療食品株式会社 中国支店
その他
その他
株式会社イメージサロンカッツ
株式会社アミティー
株式会社ファミリーフード
（モス
株式会社ストライプインターナショナル
バーガー、
ペッパーランチ、
はなまる
うどん、天丼てんや）
合同会社シーレスト
倉敷 一会...秋山 隼人
フリースタイルダイニング ひまじん
...水谷 洋章
Cake House Fukuda 526-3
Bistro L'avenir...繁森 健治
...空中 美葉子
CASSEROLE...井上 康介
casa al mare...樋口 由紀
GILLS...西本 一雄
Le Menage...大森 篤
Kiyo courage...住田 聖和
Pizzeria Appetito／
La alaise...十川 季之
Trattoria Pizzeria Appetito
ケーキハウス パガニーニ...榊 大資
...戸田 崇史
ことのは...岡野 友樹・岡野 博代
う越新...谷中 由一・谷中 俊之
コンディ
トライフォックス
さつき屋...近行 旭
...完山 辰男
収穫月...岡 康人
シェ・ヤマライ...山口 成之
シュガークラフトWOOFWOOF
鉄板焼き 熊屋...能宗 伸明
...池田 知子
イマージュ...花口 庄太郎
鮨処「ひさ田」...久田 和男
ラ・ミッション...井場 康浩
中国料理 菜弥...渡邊 孝
和華...若狹 淳也
ときわや...安原 一郎
一龍...山下 純弘
パンの里 松虫堂...岡野 晃政
越道綾子のお菓子教室
ベーカー・エム...片山 将樹
ローゼンベアー...越道 綾子
石川華家／華家...石川 寿栄男
手打ちそば 笑空...原田 明佳
ラ・プロヴァンス 柳通り店
中華レストラン 北京...三好 祐嗣
...松山 賢悟
Boulangerie Cafe mugimugi
ラルゴ...中戸 洋・中戸 真由美
...野島 訓
レインボウフーヅ
（朝まで屋）
CHEER-B...門田 善和
PATISSERIE may...佐藤 学
...福井 一晃
Pâtissier Voisin...山本 浩介
胡椒亭
（レストラン胡椒亭）
...若林 孝行
Shimalabo...島村 光徳
お菓子茂
（Pâtisserie OKASHIMO）
四季旬彩 和菜美...住田 真一
...岡下 演輝
藤廣
（藤ひろ／佐久良家）
...谷 正太郎
尾道LESPOIR du CAFÉ、
NATALE MUSEUM...小泉 真一郎
日本料理 銀座...山本 八朗
お弁当 千鳥...小泉 晃
麺ノ匠 幸蓮華...福井 一晃
権田寿し...原田 順一
カプリス菓子工房...豊福 浩幸
& bread...池田 直志
スィートキッチン アナナス
ｒêver un rêve...片岡 沙耶加
...難波 景子
すし友...遠野 秀信
てっせん...佐々木 康人
ドウ・ウォーフス...岩中 絹子
パティシエール Patissiere
...中岡 千絵
パティスリーレ・フランボワーズ
理
...中山 由紀子
MILLE
パティスリーアニバーサリー
キヨコラージュ
...信友 慎也
株式会社ＥＶＥＮＴＯＳ
パティスリーオクモト...奥本 隆三
株式会社IL POLIPO
パンステージ エスク
（トラットリア ピッツェリア ポリポ）
（旧名：ぱんのみみ）
...大下 一弘
株式会社エポカフードサービス
ビストロブールブラン...藤谷 英二
株式会社サン・マリオ
フランス菓子 ラ・メール...中 陽平
株式会社リオン
フレンチダイニング 尾崎
株式会社都
...尾崎 匡司
株式会社鈴木商会
ベル・フランス・
ド・コパン
（安芸グランドホテル）
...鬼頭 典久
東洋観光株式会社
ベルフルール...﨑田 勝
有限会社広島ホテルマネジメント
メゾン・ラブレ...谷川 祐輔

広
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フジモト
（藤本仕出し店）
...藤本 一司
共楽堂...芝伐 敏宏
青柳...青沢 忠純
ラ・メール...米田 昌平
リチェッタミヤガワリストランテ
...宮川 正一
ルション...新藤 健治
レストランフュージョン...竹林 栄
居酒屋 坊ちゃん...藤谷 博信
中華食堂 一楽...新田 淑恵
中国料理 鳳凰...小出 義生
白楽...白石 聡
遊膳...杉谷 純司
洋菓子工房 ナチューレ
...壇上 尚秀
洋菓子工房 フレシュール
...手良向 徹
和処なかくし...中串 幸彦
寿し処 翠月...土井 裕司
Pin de Pain ブーランジェリー・パン
ドゥパン...松井 敬貴
自家焙煎コーヒー屋 マグダレーナ
...長井 綾子
福山わいん工房...古川 和秋
ナイーフ...枝広 浩一

山
日本
菊月

株式会社大塚製薬工場
（大塚潮
騒荘）

au coin...鈴江 教勝
bakery K-FACTORY...笠井 美紀
cafe de Ruban...新田 眞弓
La Bottega dell' Olio...吉田 誠司
sumiyoshi4丁目 COFFEE STAND!!
...石 大和
SWEETS WORKS エクレール
...川岸 誠司
以和貴...河野 和夫
オゥ・ポワヴル...森 保介
スガッチィー...菅 省士朗
鮨ひらい...平井 和彦
チャイニーズダイニング MIKUNIEN
...阿部 賢一
パティスリー ボゲ...中畑 聖二
ビストロミルアン...福田 隆
ことらや...西田 善彦
プランタン...東條 毅
菓子工房 いぬい...乾 佳史
ル・ヴェルジュ...篠原 毅
レストランビニョン...浜崎 頼彦
郷土料理 潮風...岡 俊晃
大島屋...大島 研二
日本料理 夏見...夏見 剛
活魚 王将...豊崎 雅史

理

株式会社アンシャーリー
・学校・ ・ 食
医療法人山口平成会 山口平成病院
社会福祉法人平成記念会 介護
老人福祉施設 ヴィラ本郷
その他
株式会社フジマ
株式会社岸田商会
（うきしま工房）
鶴汐海運有限会社
Japanese Restrante SHINGO
...河村 美恵子
クレド・ギャルソン.
..伊藤 泰史・中谷 博
レストラン キャプテン...藤谷 幸司
手作りケーキと炭焼珈琲の店
トリトリ...磯辺 尚子
大衆肴処 魚正本陣
...辻野 正太郎
Boulangerie NiSHiKAWA
...西川 一馬・西川 美菜
オステリア・アンコーラ
...大久保 憲司
メルシー...砂田 健夫
スイーツアトリエ マルグリット
...鳥羽 緑
バール・
トラットリア アッカ
...林 幹夫
プチ･ラパン...岸田 綾
リトルマーメイド
（フランチャイズ店）
...山口 桂司
リヨンの森...原田 賢
季節料理 さくら亭...森岡 靖生
夢菓詩工房 わかまつ...若松 博則
遊食酒家 がまぐち...浅野 浩幸
live love kitchen...伊藤 元晴
Igrec...石本 裕紀
焼き菓子＆クレープクローバー
...吹上 幸絵

理
鳴門レジャーランド株式会社
（リ
ゾートホテルモアナコースト）
株式会社ナッツ ベリーファーム
株式会社菓子工房みずほ
有限会社オウ・ポワヴル
ン
株式会社パパベル
ル・
アオ アヲ ナルトリゾート ＜株式会
社エイチオーエス＞
株式会社ホテルグランドパレス
・学校・ ・ 食
医療法人松風会 江藤病院
医療法人平成博愛会 徳島平成
病院
医療法人平成博愛会 博愛記念
病院
社会福祉法人 徳島県手をつなぐ
育成会
徳島赤十字病院
その他
株式会社山のせ
（山のせ／山か
つ／珈琲哲学）

理
Ｖｉ
ｎｅ
ｒ
ｉ
ａＴＡＪＵＴ
（ヴィネリア タユート）
ピアット
レストランシェナガオ
日本 理
株式会社ブランシュ（ほくろ屋）
株式会社二蝶
株式会社夢菓房たから
御料理そごう
有限会社おか泉
有限会社一徳
（活魚料理 一徳）
株式会社かわよし
有限会社サンファソン
有限会社昭和堂
・
・その他
株式会社きさらぎ
株式会社ディアー
株式会社ルーヴ
株式会社名物かまど
有限会社宝月堂
ル・
株式会社JR四国ホテルズ
株式会社グランドホテル
・学校・ ・ 食
丸亀市職員
日清医療食品株式会社 四国支店
その他
ＨＥＥＬ株式会社
株式会社直島文化村
高松市職員

中華料理 彩宴...長谷川 良多
Wabi-sabi ロッソビアンコ
...青山 茂喜・筒井 雄一
サンファソン...植田 真治
天馬...馬渕 雅子
ラ・プロヴァンス...織田 俊郎
昭和堂...土肥 照弘
居酒屋 えいと...大野 純

理
メルパルク株式会社
（ホテルメル
パルク松山）
株式会社EIGORO
株式会社Ｓｕｎ
ｆ
ｉ
ｏ
ｒ
ｅ
（ＴＲＡＴＴＯＲ
Ｉ
ＡＩ
ＬＳＯＬＥ）
株式会社ウルトラコーポレーション
新愛商事 株式会社
（リストランテ
アマルフィ）
有限会社大和屋本店旅館
日本 理
株式会社時の名所 ふなや
有限会社きよみず
有限会社梅乃家
（うめ乃や）
パティスリー ルフラン・ルフラン
パティスリーミカンカフェ
フランス菓子 エスプリ
株式会社エフ・エフ・ディー（イン
ディーズカシマシ）
有限会社ラポール（パティスリー
ラポール）

ン
株式会社パンステージメリー
ル・
ANAクラウンプラザホテル松山 松
山総合開発株式会社
その他
ブリーズベイオペレーション２号株
式会社
株式会社ありがとうサービス
株式会社キッチンエヌ

L'API...宮川 圭輔
PASTOSITA...山田 俊彦・山田 千紘
Pettirosso
...小泉 憲司・小泉 麻衣子
Sugar Sweet...荻野 愛奈
アヴィチュール...福田 洋昌
イタリア料理 UMAKOSHI
...馬越 利之
ピッコロ ロマーナ...坂上 好乙
プティ
・タ・プティ...須之内 辰也
料亭 即今...長野 繁之
cafe-Bistro桜秋桜
...加藤 良二・加藤 孝司
PATISSERIE CAFÉ AINA...荻野 愛奈
TRATTORIA VIOLA...久保 直史
あみてぃー亭...竹内 清孝
あん家...森 善真
ヴィオロン・ダングル...岡 寿彦
エスパーニャミロ...梶原 精二
シェルブール...近藤 弘規
手しごと遊菜922...篠原 光
パティスリー・ミカン・カフェ
...永尾 彰英
パンステージメリー...金村 千代
ビアホールミュンヘン...佐田 真
ビストロ・カルトン...山本 耕補
松山はまさく...浜口 雄彦
フェ・アラ・メゾン...山口 俊夫
ル・
トワ・ルージュ...岡田 三朗
レストランシャン・
ドーレ
...月原 秀貴
和旬菜 希光庵...黒田 靖裕
華魂和彩 開縁...甲谷 一敏
割烹 瀬戸...玉井 幸樹
寿司すみもと...住本 圭司
旬彩 いまむら...今村 年秀
焼肉ちぐさ...谷本 和司
食通 頬白...荻野 隆之
鮮魚旬菜 吉...岡田 晋児
中国料理 彩華...河内 昭彦
冨士廼家旅館...片山 詔一朗
Patisserie Clave...越智 一成
創作 Restau Sabrina...安永 英樹
messo...高石 照美
やきとりあら井...新井 寿雄
Pizzeria Eigoro Iyomishima
...三谷 栄吾郎
パティスリー・ル・ソレイユ
...大石 耕太郎

知
理
株式会社三翠園
日本 理
株式会社ECクリエート
株式会社明神食品
有限会社マンジェササ
ン
有限会社笛
その他
株式会社カゴオ
（ホテルなはり）

patisserie AMANDE shimanto
...右城 一仁
TRATTORIA Pasta Corta...谷口 敏仁
こみベーカリー...古味 由紀
レストラン ポワール...山本 教之
レストラン 一つ星...津野 一
菓子工房うらやか...宮川 真一
海癒
（kaiyu）
...岡田 充弘
洋菓子専門店 Plaisir...長﨑 博

理
BLD株式会社 オーシャン＆リゾート
マリゾン
株式会社ＮＡＯＳＡＮ
株式会社Plan・Do・See
（福岡エリ
ア）
株式会社Ｓ＆Ｅダイニング
（心・技・
体うるふ 博多店）
株式会社ジョルジュマルソー

株式会社ソニックスポーツ
（ホテル
マリノアリゾート福岡）
株式会社プレミア門司港ホテルマ
ネジメント
（プレミアホテルグループ）
株式会社ホテル日航福岡
株式会社リーガロイヤルホテル小倉
株式会社春義
日本 理
株式会社とり市
株式会社黄丹
（寿司つばさ）
株式会社嵯峨野
株式会社稚加榮
株式会社洋酒肆 森
（万潮）
有限会社佐々庄
有限会社照寿司
理
株式会社八仙閣
ドゥルセアルテ
パティスリー・グランママ
パティスリールイ
株式会社プランツ
（パティスリー プランツ）
・
・その他
株式会社鈴懸
ン
ＢＯＵＬＡＮＧＥＲ
Ｉ
ＥＬｅｓ
ｔ
（ブーラン
ジェリーレスト）
株式会社木輪
ル・
ヒルトン福岡シーホーク
（株式会社
ホークスタウン）
株式会社エフ・ジェイホテルズ
株式会社ニューオータニ九州
（ホ
テルニューオータニ博多・ホテル
ニューオータニ佐賀）
株式会社千草
・学校・ ・ 食
株式会社桜十字
公益財団法人 福岡医療団
（千鳥橋病院、
たたらリハビリテー
ション病院）
公益財団法人健和会
社会福祉法人鞍手児童福祉会
鞍手乳児院
日清医療食品株式会社 福岡支店
その他
株式会社ｓ
ｔ
ｕｄ
ｉ
ｏ０９２
株式会社アンセストラルＫ
（バール
ヴィータ、
オルトカフェなど）
株式会社てら岡
ALAMODE アラモード...安藤 元樹
Artisan Boulanger FINESSE
...作本 勇一
Bar du Vin Premier...山田 誠
BISTROT MITSOU...平田 充
Le nid de faucon
...平田 大樹・平田 寛子
Le temps des saveurs...勝田 康弘
OKUMURA-TEI 洋風キッチン&カフェ
...奥村 公記
Pays Basque...廣瀬 義幸
Restaurant le Gingembre...布施 淑子
saveur amande...枝廣 健太
アンティカ オステリアトト...本田 剛
オーヴェルニュ...鷲崎 徳之
ガネーシャ...荒木 幸一
カフェ・テコ...手嶋 有紀
キャラメランジュ...西村 伸広
串揚げくし弦...阪本 秀次
串揚げ たつかわ...深田 達也
串かつ屋 あげ升...北垣 邦憲
ケーキ工房 ル・ノール Le nord
...井本 文彦
ターケリーナ...荒木 俊和
中華キッチンまつなが...松永 信行
天眞...石橋 真澄
ドゥルセ アルテ...金 寛美
ニューヨークヘルスキッチン
...椛島 浩二
はちみつの洋菓子店 ハニーミエル
...古川 哲也
パティスリー Poche...宮川 正和
パティスリー・ジュジュ...古賀 慎也
ビストロ ア・ラ・ヴォートル
...今津 了祐
ビストロブッフドール...中田 努
ポモドーロ...中山 英俊
モン サンミッシェル...四宮 あけみ
くるみの木...波多野 直樹
洋菓子工房 牧歌...玖村 修
ラ・ヴィ
・アン・ローズ...小田 信也
ラ・カーサ・ディ
・ナオ...石橋 尚幸
オマール家プートゥリェー
...池口 芳
リストランテビス...勝間田 誠司
リストロ サクラ...高見 光春
レストラン アシエット...行武 新剛
和雅母...峯野 和代
串かつ専門店 千寿...榊 直樹
黒崎食堂...徳山 世喜
黒田節...樋上 誠治
寿司 もり田...森田 順夫
生パスタ&ピザOOIWA...大岩 佳史

創作料理 仁...山口 仁
中国厨房 雅屋...内田 雅也
天下ラーメン...後藤 雅之
美味処 吉加...井上 智久
仏蘭西小料理 花りん...奈田 哲郎
味創房 留吉...三留 克彦
洋食屋 CAPRISE...仲 秀一朗
料亭 末廣...三船 仁史
珈琲の店 いち木...一木 和美
12ヶ月...川端 直樹
Le cafe Patisserie Sakura...桜井 靖
Le Pain Martha...近藤 誠将
Oggi ヒロズスタイル古賀店
...小島 弘之
patisserie TETE...大村 哲也
SWEET BAKER'S CREW...磯口 良文
エタンセール カワモト...川本 憲一
クッチーナ イタリアーノテシマ
...手嶋 義之・手嶋 法子
ケーキハウストミタ...冨田 浩行
コート・
ドール...北島 誠太郎
四川料理 巴蜀...荻野 亮平
鮨 行天...行天 健二
ビストロ ペシェミニヨン
...松尾 秀敏
美味求心 寿楽...高橋 康志
フランス菓子 ERI...初見 房雄
萬平浪漫...犬丸 龍介
シュガーベアー...井田 浩二
古賀商事 ビストロ・ヴァンダンジュ
...古賀 達昌
自然工房レストラン南...南 隆晴
春乃勝...坂本 かおり
中国菜館 林...林 誠孝
中国料理 光秀苑...中園 健吾
福寿し...津福 繁吉
洋菓子工房Kururi...光橋 周二
比内地鶏専門店 乾杯 大牟田
...猿渡 昌嗣
博多唐揚げ とり田／博多坦々麺
とり田...奥津 啓克
Base Cafe（バーズ・カフェ）
...重松 司
Pâtisserie plantes...末吉 辰隆
アンジェロ...三島 和貴
天ぷらや 茶園...茶園 隆爾
Italian Cafe Pepe Tricolore
...玉井 大輔
Pâtisserie Chats Lettre 洒落とーる
...小林 均次
Bistro La Coquette...大櫃 菜津子
bisとろタカギ...高木 利枝
Pâtisserie Rui...吉村 類
喜ふく...都成 信寿
鮨 唐島...唐島 裕
中国料理 石本...石本 雅輝
レストランＳＮＯＷ...海野 元気

理
株式会社シャトー文雅
アンジェ・ココ株式会社
イダル
アイ・ケイ・ケイ株式会社

ビストロ・
ド・シャルムバリエ
...一瀬 義一
お菓子の店ガラ...山田 信二
ルシェルシェ...室井 崇
レストラン KENTA...北原 俊哉
懐石宿 扇屋...山下 裕輔

理
株式会社ランドーナージャパン長
崎マネジメント
（ザ・ホテル長崎 BW
プレミアコレクション）
日本 理
株式会社花月
（史跡料亭花月）
和心古民家 花さんさん
有限会社さいかい堂
有限会社ボンソアール
・
・その他
株式会社清水雲仙
ル・
JR九州ハウステンボスホテル株式
会社
（ホテルオークラJRハウステン
ボス）
ニュー長崎ビルディング株式会社
ホテルニュー長崎
株式会社 KPG HOTEL & RESORT
その他
ハウステンボス株式会社

Pain Chiki-Chiki...小林 伸行
いけす割烹 心誠...佐野 誠
オーベルジュあかだま...中村 浩徳
日本料理 草花洛...中野 敏
ビストロ デュ パレロワイヤル
...小西 賢一郎
ビストロ・オードレ...宮本 滋実
喫茶レストラン ココット...後藤 忍
近江屋旅館...福野 大吾
豆腐料理 六弥太...本田 殖也
洋風小料理 紺や亭 2nd Season
...谷川 克城
Le 11eme レストラン ル オンズィエム
...松田 孝英
Les Vosges...原口 順子
Patisserie Capriccio...松原 奈央
Piacevole...今道 康弘
Sapori di Amalfi...榎 志妹
Sucre bois...甘木 阿津美
金石館...梅田 明敬
ケーキ&ティールームシェリール
...鈴木 陽子
旬彩 ながや...永石 一成
寿司京...杉田 京子
ふじ・なが本店...藤永 一郎
フランス料理とワイン アンペキャブル
...大坪 慎一
めしどころ一楽...鴨川 貴子
お菓子の店アリタ...有田 好史
花ざしき 和香／味処 仲よし
...横山 祐市
Amélie -galette et crêpe...古賀野 奈央
田中旭栄堂...田中 耕太郎

本
理
株式会社熊本ホテルキャッスル
有限会社サンエンタープライズ
日本 理
メルパルク株式会社
（ホテルメル
パルク熊本）
合同会社二郎
富士屋（旅館 ふじ屋／お宿 のし湯）
有限会社アイティ企画
理
株式会社紅蘭亭
パティスリービジュー
株式会社シェ・タニ
・
・その他
有限会社スイス
ル・
ANAクラウンプラザホテル熊本
ニュースカイ
（株式会社ニュースカ
イホテル）
ホテル日航熊本
（くまもと新世紀
株式会社）
有限会社竜宮
・学校・ ・ 食
こどもL.E.Cセンター
日清医療食品株式会社 南九州
支店
その他
株式会社阿蘇の司

BAR RICORDI...高田 昌冶
イタリア料理 TRE STELLE
...田尻 卓也
風季のとう...金田 貴之
むら本...村本 英誌・村本 翔哉
和処 おにの家...鬼海 隆俊
Cafe Bistrot CHOCOLAT...宮本 智久
PINOCCHIO...松村 朋実
京まち 京べんとう...大里 和嗣
四川料理Xingfu...小川 隆司
中国料理 煌...白尾 幸二郎
ビストロシェ・ケン...江藤 賢治
亜湖の木...小橋 登
イロナキカゼ...清原 昌志
居酒屋 一心...下間 圭一郎

大分
理
つるみ観光株式会社（ホテル白菊）
株式会社エフ・ティー・シーホテル
開発
（ホテル日航大分 オアシスタ
ワー）
株式会社リンクロック
ル・
杉乃井ホテル＆リゾート株式会社
その他
株式会社ジョイフル

Cafe Marin Marais
U＆Rﾎﾃﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
（ホテ
...鄭 賢秀
（ジョンヒョンス）
ルサイプレス軽井沢／久米島）
Cafe orum
ハイアットリージェンシー 瀬良垣ア
...柳 成虎
（ユ ソンホ）
イランド 沖縄
dalcomai...朴 修希
（パク スヒ）
ホテルモントレ株式会社
（ホテルモ
GEONILDA
ントレ沖縄 スパ＆リゾート）
...朴 允鎭
（パク ユンジン）
株式会社クラウディア沖縄
（アイ
IZAKAYA 花伝
ネスヴィラノッツェ沖縄）
...鄭 鎬泳
（ジョン ホヨン）
株式会社ホスピタリティシステム
ズ沖縄
（ザ・リッツ・カールトン沖縄） patissierie du couple
...金 敏燮
（キムミンソプ）
株式会社ラグーンリゾート名護
（オ
pomponnete...李 宗娥
（イジョンア）
キナワ マリオットリゾート＆スパ）
RESTAURANT SAINT-CLAIR
（聖光）
琉球ホテルリゾート八重山
（アート
...郭 聖光
（カクソンカン）
・李 英
ホテル石垣島）
（イヨン）
中国料理
SOBA CUISINE 美な味 minami
株式会社鱗咲 琉球Chinese 炒炒
...南 昌秀
（ナム チャンス）
TRATTORIA da-DONY
デザートラボショコラ
農業生産法人 株式会社ティダバナ
...閔 東淵（ミンドンヨン）
うどん 花伝
・
・その他
...鄭 鎬泳
（ジョン ホヨン）
株式会社ケレス沖縄
かどや／2号店
有限会社ケンコーフーズ
...朴 炳奇
（パクピョンギ）
・李 炅胡
ル・
（リギョンホ）
U-MUI Forest Villa Okinawa YAMADA
キムチョセンチョ
GUSUKU
（株式会社セドナコーポ
...文 世珍
（ムン セチン）
レーション）
キョンヤンシクダン
ザ・テラスホテルズ株式会社
...金 己敬
（キム キギョン）
ハイアットリージェンシー瀬良垣ア
スンちゃんの料理教室
イランド沖縄
...李 昇垠
（イスンウン）
パシフィック観光産業株式会社
ハレ...姜 皓盛
（カン ホソン）
プレミアホテルグループ 沖縄グ
和風料理 萬康
ループ採用本部
日本 理
（キム スンウク）
ホテルマネージメントインターナショ ...金 承昱
虎コーポレーション株式会社
黄君...黄 彰浩
（ファン チャンホ）
ナル株式会社 リザンシーパークホ
海島...安 載炯
（アンジェヒョン）
テル谷茶ベイ
有限会社アンクルベアー
幻 MABOROSI
沖縄ハーバービューホテル
（ザ・ホ
...金 承昱
（キム スンウク）
テリエ・グループ那覇株式会社）
森田...朴 祥祐
（パク サンウ）
嘉新琉球開発合同会社
辻...洪 基
（イホンギ）
一軒家レストラン Sion...實松 明子
株式会社アリビラホテルマネージ
日本料理 鮨政
（SUSHI MASA）
BISTRO LE SEL D'OR...濱野 弘太郎
メント
（ホテル日航アリビラ）
...崔 仁
（チョヘ イン）
LE POTIRON...山本 一秀
株式会社エイチピーデイコーポ
SUCRE D'ORGE
Rapport de kunitomi...尾畑 和雄
レーション ルネッサンスリゾートオ
...黄 世媛
（ホァン セウォン）
アニバーサリー...長尾 晃
キナワ
Dalbodre...金 旻柾
クレープティファニー
株式会社カヌチャベイリゾート
Flora Gaia...金 先美
...山本 顕太郎
株式会社ホテルオリオンモトブ
（ホ
ル・フェーヴ...杉田 敏則
テルオリオン モトブリゾート＆スパ） SLOW PROJECT...金 佳賢
ANSIM 安心
レストラン カゴメ...松岡 孝
株式会社ラグナガーデンホテル
...安 眞石
（アンジンソク）
洋菓子とパン BAKE WOOD
株式会社南西楽園リゾート
くいしんぼう 2号店
...岩切 亘平
株式会社琉球ホテルリゾートオク
（パクジョンヒョク）
déjà-vu
（オクマプライベートビーチ＆リゾート） ...朴 鐘赫
マ
そう月−소우게츠−...文 承周
病院・学校・施設・給食
...寺島良幸・寺島久美子
十駕 曉
日清医療食品株式会社 沖縄支店
（jyugajunghyo）
イダル
...ミョンジョンヒョ
沖縄ワタベウェディング株式会社
IZAKAYA HIROYA
その他
...宋 載夏
（ソン ゼハ）
株式会社Ready Go
L étang
...Jung Dong won
（ジョンドンウォン）
理
モト２０１号...lim gyuwon
いわさきグループ株式会社（岩崎産
Boulangerie Pâtisserie ImaiPain
ang ! 菓(アン!グァ)...hwang g sun
業㈱、
いわさきホテルズオペレーショ
...今井 あいこ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ン㈱、
いわさきコーポレーション㈱）
BAR ISLAY...久保 奈々
GAUDIO CUCINA ITALIANA
株式会社プラスエスコーポレーション
BISTRO Le Romarin...津波 真人
...賈 玉石
（ジァ ユシ）
Boulangerie à tête...松田 哲治
上湯の家 烏龍麺...林 瑞彬
バッハとピカソ
Kazami 別館...中真 秀仁
Roul'e by Ann...呉 思陶
ン
koba's...小橋川 嘉哲
口合 口秋...工藤 茂巳
有限会社南州製菓
（南州パン）
Le Cuip...上間 雄二
美希屋 めしや...河田 博幸
ル・
かっぽう 山吹...新里 清光
長田和食...塗 凱筌
いわさきグループ
（岩崎産業㈱、
いわ ごはん屋 de SU-SU-SOON
Peekaboo Creative Bakery...呉 岳霖
さきホテルズオペレーション㈱、
いわ
...吉田 理恵
Sweet 16 Pâtisserie - 甜典16號
さきコーポレーション㈱）株式会社
旬肴 ひとしずく...西中薗 諭
...Stanley Lu
城山観光株式会社
デザートラボショコラ...田島 由幸
Principe...蔡 承佑
その他
ドイツ菓子 Regens
（レーゲンス）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
株式会社ビースマイルプロジェクト
...髙木 看智代
真木乃...谷口 義忠
ボンファン...金城 善治
ＳＡＫＵＲＡ...向野 正義
ラ・メゾン・クレール1853
ト
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
AND...近島 育臣
...小林 光栄
Overland Club...富澤 由紀
Table de chic...寺地 貴子
琉球スイーツ庵...杉本 俊介
LA VIE EN ROSE Ｍｙａｎｍａ
ｒヤンゴン
惣菜「あいかわ」...愛川 勉
菓子工房 Soleil
店shopⅠ...小田 信也
中華菜房 陸羽...田代 将吾
...角南 忠典・角南 好美
LA VIE EN ROSE Ｍｙａｎｍａ
ｒヤンゴン
料理旅館 松屋旅館...松木田 完
泡盛と琉球料理うりずん
店shopⅡ...小田 信也
IROHA...椿 千里
...土屋 徹
The First Bar...多多納 基
お料理教室 らく楽...梛木 春幸
洋菓子喫茶 フクロク亭
マ ー
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
割烹 一作...古木 晃
...福原 睦子
葡萄酒百味処 紫音 Dining & Bar
かぶと
（くるくる寿し）
...田ノ上 明彦
アグーしゃぶしゃぶ鍋・蕎麦会席
SION...塩見 正道
ケーキハウスカネヤマ...金山 一郎
琉球ダイニング桃香
Ed.Ju Restaurant...LOW YONG XIN
仏蘭西風洋菓子 プレール
...杉浦 康生
タイ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
...宮 毅
Le Comptoir de SUGI...杉 佳紀
Platinum Café...市原 直人
琉球chinese炒炒（チャオチャオ）
一心汰助...梛木 春幸
フ ンス・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
中華料理 東天紅
...仲元 亮清
Au 14 Février vieux Lyon...新居 剛
...平原 親義・平原 真一
Bistro du Clos...鈴木 浩太
旅館 海風荘...宮本 武志
Boulangerie Bruère Philippe
フレンチBAR がるばんぞ
...小川 亜希子
...野田 久代
Chamarre Montmartre...島野 雄
加治木の小さなレストラン
Encore...守江 慶智
Symphony...惠島 弘貴
FS ALLARD ...Allard Shiori
その他
Keisuke Matsushima...松嶋 啓介
JFC Restaurant GmbH
L'Auberge Café
（ジェー・エフ・シーレストラン ゲー・
...松根 ピニュール 晶子
エム・ベー・ハー）
L'Ourson Qui Boit...西垣 明
La Table Breizh Café...久高 章郎
Le Caviste Bio...川崎 純子
理
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ Le Clos Y...黒岩 功
MT&ヒルトンホテル株式会社 ヒルト 「600食堂」
Le Parc les Crayeres...馬場 大宜
ン沖縄瀬底リゾート
...南 完奕
（ナム ワンヒョク）
Le Petiti Verdot...新田 勝美
はちみつ菓子工房くにみ
...若林 等・若林 清美
天使のおやつ...松本 浩一
ラ・ギオン...山口 洋明
魚町
（割烹 友修）
...友永 修治
御宿 なか屋...衛藤 浩
和風味処 鬼太郎...峯中 隆洋
CAKE-YASAN ichizen...清水 玲子
お好み・鉄板焼 恵里菜
...近藤 美保子
旬菓工房 カシウ...右田 雅也
ちひろば...後藤 雅明
手づくりのパン アルフォンソ
...豊田 忠
鉄板焼 宮﨑...宮崎 泰範
パティシエール スマコ
...宮川 須麻子
フランス菓子 パニエ...市原 秀信
ムッシュカワノ...河野 辰也
おかしのHADA...羽田 吉克
AKIフードサービス／TANTO
...本田 章博
レストラン・ル・クレヨン...原 浩二
森の菓子工房 ミエル...姫野 健治
CRÊPERIE TOURNESOL ...大山 里美

卒業生オーナー店リスト

Le Relais Princesse Maria Leczinska
...岡本 章・岡本 桃子
Le Verre Volé...宮内 亮太郎
Louvigny
...LOUVIGNY
（近藤）小百合
Ma yucca
（まゆっか）...植田 祐加
Pâtisserie Takayanagi...高柳 将利
Patisserie Wagner...山﨑 多恵子
Pâtisserrie franco-japonaise AKO
...樋口 修子
Restaurant KAI...北田 芳一
Restaurant KIGAWA...紀川 倫広
Restaurant La Cachette
...伊地知 幸枝
Restaurant Le Sot-l'Y-Laisse
...土井原 英治
Restaurant SO...高橋 創
Restaurant TOMO...畠山 智博
RAMEN DJIZAN 慈山...畠山 智博
Pâtisserie L'ourson qui boit...西垣 明
Au Vieux KAMI
...神床 公一・神床 明子
Pâtisserie Kenta et Akira...平川 玲
イ ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Restauran&Bar TOSHI...小畠 利雄
ス イン・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Wagokoro...中村 謙哉
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
YOSHI Hotel Metropole...山崎 健央
メ ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
カリフォルニア料理 TERRA
...曽根 廣喜
ダ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Montreal Sushi Catering...吉田 和弘
OCTOPUS GARDEN...星加 定俊
オースト
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
HANABISHI...曽我 明生
Modern Japanese Kenji...伊藤 憲伺
YOU JAPANESE RESTAURANT
...大野 智
オースト ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
日本料理 甲斐 Japanisches
Restaurant Kai...渡辺 雅子
オ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
DORAGONTEI...入慶田本 常夫

21

2

年度・2

年度

辻調グループ
年

就職実
業

が

業

年
・2020年10 ・

西洋料理

有限会社洋食キムラ
有限会社アンフォール

有限会社Pappa
株式会社ビープラネッツ
（リストランテJUTURNA）

卒業生が

株式会社ＣＩ
ＴＡＢＲ
Ｉ
Ａ
（サイタブリア）
「レフェルヴェソンス／ラ ボンヌ

201 年 ・201 年
創彩菓子 クルゥール

株式会社菅屋
（寶菓匠菅屋）

有限会社ユーカリプティース

三井不動産リゾートマネジメント株

株式会社ジェイアール西日本ホテ

ＡＮＡインターコンチネンタルホテ

パティスリーカフェ Risa Risa

株式会社 樫舎

有限会社井上企画・幡

式会社

ル開発

ル東京

株式会社ピンポンコスコクレープ

リア ンター調

スーリール ダンジュ

株式会社ＫＰＧＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ

株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ

ツ東京）

株式会社ロック・フィールド

株式会社ルーヴ

星野リゾート・マネジメント

帝国ホテル大阪

株式会社ザ・キャピトルホテル東急

日本クッカリー株式会社

株式会社鶴屋吉信

コスモスタイル株式会社

マンダリン・オリエンタル東京株式

ハイアットセントリック 銀座 東京

株式会社ジェイアール西日本フー

株式会社長﨑堂

株式会社バッハ コーヒー

会社

神戸北野ホテル
（エイチ・ワイ・ホス

大手町タワーリゾーツ株式会社

ドサービスネット

有限会社梅月堂

有限会社タンブラン

株式会社マイステイズ・ホテル・マ

ピタリティ
・エンタープライズ株式

ローズホテル横浜 株式会社ロー

株式会社神戸物産

有限会社一力総本店

株式会社エイジェックスコミュニ

ネジメント

会社）

ズホテルズ・インターナショナル

株式会社パソナふるさとインキュ

有限会社パティスリー・シイヤ

和菓子工房あん庵 株式会社あん庵

ケーションズ
（THE THREE BEARS）

株式会社山田屋 花紫

株式会社ラスイート
（ホテル ラ・ス

株式会社小田急リゾーツ

ベーション

株式会社βａｃｅ
（ベース）
（Ｍｉ
ｎ
ｉｍａ
ｌ）

株式会社福寿堂秀信

パンケーキカフェmog

リゾートトラスト株式会社

イート神戸ハーバーランド）

横浜グランドインターコンチネンタ

有限会社菓子工房オークウッド

絹笠商事株式会社 御菓子處絹笠

株式会社京都東急ホテル

プレミアホテルグループ 沖縄グ

ルホテル

有限会社シェ・シブヤ

有限会社一心堂

松本商事株式会社・松本フード

株式会社ハトヤ観光

ループ採用本部

有限会社ビゴ

株式会社鈴懸

株式会社ラ・バニーユ

株式会社仙太郎

有限会社サンファソン
有限会社スーリール
株式会社藤生企画

スイーツミズノヤ

菓子工房 モカマロ

御菓子司 吉乃屋

株式会社

株式会社関西東急ホテルズ

ザ・リッツ・カールトン・プロパティ
・マ

（たか田 八祥）

株式会社菊の井

中国料理 唐膳

株式会社ベイクウェル

パティスリー アン・ウルス・ヴァリ

有限会社梅ぞの

株式会社日泉

ANAクラウンプラザホテル大阪

ネジメント・カンパニー東京有限会

有限会社雲月

株式会社北むら

ラッシュ株式会社
（キルフェボン）

パティスリー アンソレイユ

GHS株式会社

社
（ザ・リッツ・カールトン 東京）

たねやグループ

パティスリー ラパージュ

株式会社ハトヤ瑞鳳閣 バイカル

株式会社パスレル
（レ・タン・プリュス）

株式会社田中食品興業所

有限会社ＭＵＳＣＡＲ
Ｉ

（coffee kissa パールズ）
和菓子・洋菓子・その他製菓製造

御料理 味舌

株式会社藤幸
（日本料理 三幸苑）

ル・ブルギニオン

有限会社ターナ

株式会社ブルーノート・ジャパン

株式会社京都吉兆

株式会社本吉兆

MONOLITH
（モノリス）

株式会社グラナダ

株式会社美濃吉

株式会社柏屋

株式会社紅蘭亭

事業部

ケーキとパンのお店 ソレイユ

株式会社シェフォーレ

株式会社圓堂
（天ぷら圓堂）

株式会社セルビス
（メモリアルホー

株式会社大井ニュー東京

株式会社ル・パティシエ ヤマダ

株式会社ル・サントノーレ

株式会社PAPABUBBLE JAPAN

平等院表参道 竹林

ル、
レストラン事業、河内長野荘）

株式会社聘珍樓

株式会社なかむら

株式会社共立フーズサービス 外

株式会社やげん堀グループ

子孫

泉陽興業株式会社 外食事業部

株式会社エピナール

食事業部

株式会社大阪 竹葉亭

株式会社ホテルマネージメント米子

株式会社il Pregio

株式会社東京竹葉亭

（ANAクラウンプラザホテル米子）

株式会社ラ・コロンバ
（マダムトキ） （イゾラ／サンパウ／的山、他）
株式会社ひらまつ

マノワ株式会社（レストラン マノワ）

株式会社フォーシーズ

株式会社資生堂パーラー

（Joel Robuchonジョエル・ロブション） （ロオジエ／ファロ）
株式会社アンドレ・パッション
（パッション／プティブドン)
有限会社ジュン・アンド・タン
（サローネグループ）

株式会社ブライド・
トゥービー
（レストラン エル・ダンジュ）
ルポンドシエル株式会社
ANGUS (アンガス)

有限会社ピノリ
（タベルナ ピノリ）

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

株式会社ボノボーノ

株式会社円居

株式会社ＨＵＧＥ
（リゴレット、
ダズル）

（イル・プレージョ）
株式会社バイオバランス
（レストランYsm）
サンクレッセント株式会社
（レストランクレッセント）

有限会社中村
（和洋遊膳 中村）
光洋食品株式会社
（日本料理 備徳）

（桃谷樓、
ラ・ポーズ）

（中国料理 ロドス）

株式会社銀装

株式会社杯杯天山閣

株式会社ケントハウス

kakyo 花鏡

株式会社蓬莱

株式会社プチ・プランス

鮨 おおが

株式会社スリーエム

ケーキハウスリバージュ

ふじ原

株式会社LA. FAMILY

京料理 岡庄

JOE'S SHANGHAI JAPAN株式会社

株式会社和光菴

株式会社つる家

（株式会社マツヒサ）
株式会社シャノワール
株式会社Preferred Impact Japan

（アルパジョン／ヴォアラ／季の葩）

株式会社桜珈琲

有限会社バーゼル洋菓子店
（バーゼル／ペーパームーン）
株式会社エーデルワイス 関東支社
（アンテノール／ルビアン）
株式会社ビゴ東京
（ビゴの店）

パン

株式会社山一パン総本店
（ムーラン・パンドール・ブーランジェ

株式会社ミルフィーユ

有限会社アラボンヌー

イオンベーカリー株式会社

菓子工房エリオス

株式会社ＤｏｕＤｏｕＪＡＲＤＩＮ

株式会社エムズフードアンドライフ

株式会社サンセリテ

有限会社パンチエッタ

有限会社作一

株式会社懐食 清水

有限会社かわた菓子研究所

株式会社コカルド

株式会社シェ松尾

株式会社寿賀食品
（弥助寿司）

有限会社なかの満

株式会社セーキ
（レカン）

株式会社ＫＲフードサービス

株式会社KATURA

株式会社ショコラティエ・エリカ

有限会社ムッシュマキノ

株式会社二蝶

有限会社白妙
（しろたえ）

株式会社正木牧場

パティスリーブリーズ

すし処 だいみょう

株式会社東京吉兆

株式会社モンブラン

パティスリーガレット

パティスリーカシュカシュ

株式会社秋やまブロード

株式会社大志満

ＰＨＰＡＲ
Ｉ
ＳＡＰＯＮ株式会社

有限会社五感

株式会社レザネフォール

株式会社シェ・ナカツカ

ジェイ・ワークス株式会社

株式会社キャピタル東洋亭本店
株式会社イルソーレ
株式会社かめいあんじゅ

株式会社共栄会
（築地ボン・マルシェ）

株式会社ソシエテミクニ

（かごの屋）

ジローレストランシステム株式会社

株式会社リストランテ・ヒロ

（アンジュ、
アルション）

株式会社キタムラコーポレーショ

有限会社シェ・イノ
（マノワールディノ）

有限会社 カランドリエ

ン・アン
（ラ･グランターブルドゥキタ

株式会社エイ・ピー・シー

（割烹 秋やま）

株式会社Ｋａｍｅｋ
ｉ
ｃｈ
ｉ

ムラ）

（トスラブ箱根 ビオーレ）

株式会社弧柳

株式会社バルニバービ

株式会社プログレス

（バルニバービグループ）

株式会社ザックエンタープライズ

株式会社クロフーディング
（ル・クロ） （セカンドハウス）
株式会社HAJIME＆ARTISTES
ビストロ モ−べ ギャルソン
森事務所株式会社
（ガーデングリル森）

株式会社幸膳
（祇園 おくむら、匠 奥村）
株式会社ＷＤＩＪＡＰＡＮ
（西日本地区）

株式会社ビィバリュー
（アマルフィイ）
ナチュール・エ・サンス
OLTREVINO
（オルトレヴィーノ）
養命酒製造株式会社
「レストランくらすわ」
株式会社ｂ．
ｎｏ
ｔ
ｅ
「鎌倉
（邸宅フレンチ）
古我邸」

株式会社ｓｅｅｄ

有限会社 山根
（ポンテベッキオ）

株式会社ラ・ヴィーニュ

コンヴィヴィアリテ

株式会社アルテリーベ

有限会社祥瑞
（禅園・大嵓埜）
株式会社HY料理研究所

有限会社寿司幸本店
株式会社フードビジネス
（日本料理 紋屋）

株式会社西洋菓子倶楽部
手づくり菓子工房 ペルシュ

なにわ料理 有

株式会社梅丘 寿司の美登利総

株式会社 オー・デリス・
ドゥ・シバタ

株式会社SHOCREATE

本店

（肉炭馨 和衷）
米増
株式会社山のせ
（山のせ／山かつ／珈琲哲学）

株式会社SEIZAN
（日本料理「晴山」）
株式会社東銀堂
（ぎんざ一二岐、
銀座・六本木よし澤）

株式会社 賑屋
（レストランミッテ）

株式会社寺子屋

天ぷら 沼田

ビストロド ヨシモト

有限会社モナリザ

御料理そごう

株式会社リストランテ・ヒロ

株式会社サクラブルーコーポレー

有限会社フェリーチェ

株式会社寿司田

ション

リストランテ イマイ

和幸株式会社
（いなば和幸）

株式会社TNT MARKET

株式会社カルペディエム

株式会社ピューターズ

株式会社レ・クレアシヨン・
ド・ナリ

山﨑

株式会社しのはら

サワ

ヒルトン名古屋

赤坂詠月

株式会社ポルチーニ
（TAVERNA PORCINI／BAR PORCINI／
PANE PORCINI）
有限会社ＯＦＦ
ＩＣＥＫＡＴＳＵＩ
（洋食 Ｋａ
ｔ
ｓｕ
ｉ）
株式会社クレ・
ドゥ・レーブ
（北野クラブ）

（カフェ太陽ノ塔）
有限会社ピアノピアーノ
ｒ
ｉ
ｃｃｏｅｂｅ
ｌ
ｌ
ｏ
（リッコ エ ベッロ）

アルバス

（名古屋ヒルトン株式会社）

大東企業株式会社 北大路グループ

CHARCUT

懐石料理 佑和

株式会社ワンダーテーブル

株式会社穂の河

株式会社丸和 レストラン事業部

株式会社バル・ホールディングス

株式会社サカイ食品

株式会社そばよし
みな都

モンドデルグスト
（アンビグラム）

くら寿司株式会社

オークラアクトシティホテルマネジ

株式会社ホテルオークラ神戸

ホテルモントレ株式会社 関西エリア

株式会社千疋屋総本店

ベーカリーショップ サフラン

メント株式会社

ホテルニューアワジグループ

サフィールリゾート株式会社

株式会社米麦館タマヤ

株式会社名古屋観光ホテル

株式会社古泉閣

株式会社ホテルグランヴィア岡山

株式会社ジェイアール東海ホ

株式会社ホテルグランヴィア広島

株式会社Plan・Do・See
（福岡エリア）

プリオホールディングス株式会社

ロイヤルインフライトケイタリング株

テルズ

アオ アヲ ナルトリゾート

株式会社紀伊乃国屋

株式会社アルカンシエル

式会社

株式会社陣屋

株式会社ブラス

俺の株式会社

株式会社Ｐ
ｌ
ａｎ
・Ｄｏ
・Ｓｅｅ
・Ｔｏｋａ
ｉ

株式会社いかりスーパーマーケット

（デーメテール）

（株式会社タマヤグループ）

株式会社アニバーサリー

株式会社ロマラン洋菓子店

有限会社シェ・イリエ

株式会社コム・シノワ

株式会社近鉄・都ホテルズ 新・都

アトリエ・オランジェ

有限会社菓子工房みずほ

Patisserie La Fille

Boulangerie NICO

ホテル

オオマエ

ル・ボア株式会社

洋菓子処 石屋

K・YOKOYAMA株式会社

株式会社ハイアットリージェンシー

株式会社アカシエ

手づくりのパン パリーネ
（有限会社吉野屋）

（ブーランジュリー・K・ヨコヤマ）

有限会社パティシエ・シマ

（パンとエスプレッソと）
株式会社神戸屋
（神戸屋キッチン／神戸屋レストラ

有限会社シェリール

株式会社ペール・ノエル

JOLION株式会社

有限会社ル・ププラングルマン

ン／神戸屋レザンジュ）
関東エリア

株式会社ハンス

ディーズ

ムール ア ラ ムール

有限会社シェ三宅

洋菓子店ポミエ

（Moulus a la Meule）

株式会社エー・スイーツ・ハウス

株式会社パンとテレビの会社
株式会社クーロンヌジャポン

（名古屋マリオットアソシアホテル） （株式会社エイチオーエス）
株式会社近鉄・都ホテルズ
（志摩観光ホテル）

京都
株式会社ニュー・オータニ
（ホテルニューオータニ大阪）
ホテルモントレ株式会社
（ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート）
株式会社ホロニック
株式会社島家
（宝塚ワシントンホテル）
株式会社Ｐ
ｌ
ａｎ
・Ｄｏ
・Ｓｅｅ
・神戸
（ＯＲ
Ｉ
ＥＮＴＡＬＨＯＴＥＬ）

株式会社直島文化村
株式会社南西楽園リゾート
株式会社グランビスタ ホテル＆
リゾート
（札幌グランドホテル）
八光自動車工業株式会社
（六甲山リゾートホテル）
株式会社ニュー・オータニ
（ホテルニューオータニ）
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式
会社
（ラフォーレ／マリオット／ウェス
ティン仙台）

株式会社ABC Cooking Studio

社オンザテーブル）

株式会社みらいたべる

有限会社中井レストラン企画

（鶴巻温泉 元湯陣屋）
有限会社柏屋
（四万温泉 柏屋旅館、柏屋カフェ）
株式会社浦和ロイヤルパインズ
（浦和ロイヤルパインズホテル）
株式会社ホテル小田急
（ハイアットリージェンシー東京）
株式会社三田ホールディング
（ウェスティンホテル東京）
株式会社リーガロイヤルホテル東京
株式会社森ビルホスピタリティ
コーポレーション
（グランドハイアット東京、
アンダー

株式会社マイステイズ・ホテル・マ

ズ東京、
ヒルズクラブ）

ネジメント

パークタワーホテル株式会社

株式会社ルカド
パティスリードゥネル

有限会社 リビエール

エルベラン

株式会社ケイ・ブックス

株式会社レーブドゥシェフ

有限会社デセールフクハラ

株式会社アミュゼ

パティスリーNAOHIRA

株式会社シャノアール

マシェリー・アンジュ

株式会社サン・ラファエル

株式会社ベルベ

株式会社アルチザン

株式会社リーガロイヤルホテル広島

ホテル）

有限会社ラ・ベルデュール

有限会社ルジャンドル

城山観光株式会社

株式会社LOTTE Hotel Arai

合同会社ヴィータホテルマネージ

株式会社ロイヤルクラシック

株式会社NKYコーポレーション

メント

株式会社PHG横浜マネジメント

株式会社横浜ロイヤルパークホテル

株式会社エルクレア

U-MUI Forest Villa Okinawa YAMADA

株式会社グランベルホテル

有限会社山の茶屋

GUSUKU

アパホテル株式会社

株式会社うえの

株式会社TERRAMIA

イル プロフーモ

DEN株式会社

青地

株式会社WDI JAPAN 東日本地区

Bisteria Gufo
（ビステリア グーフォ）

割烹 渡邊

鮨 高橋謙太郎

有限会社BR-M

株式会社ＴＥＲＲＡＭＩ
Ａ

馳走とお酒 讃岐うどん 山地

株式会社関門海

銀座アスター食品株式会社

（中国飯店／富麗華／ポールサ
ンセール）
株式会社
民権企業株式会社 四川飯店
（赤坂四川飯店グループ）

株式会社なだ万

有限会社プリモフーズ

株式会社希須林

株式会社パーク・フレンチ

有限会社サヴィニ

有限会社かみや

株式会社春帆楼

株式会社飄香

株式会社キャナリィ
・ロウ

株式会社レストラン馮
（ＦＥＵ）

有限会社花見小路

北極星産業株式会社

株式会社紀尾井コーポレーション

(銀座 小十、銀座 奥田)

ＯＵＳ−Ｘ
（グラマラスクロス）』）

株式会社重慶飯店

株式会社霜月

御幸町 田がわ
有限会社レストラン琴川
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ウルトラキッチン株式会社

ファーストリゾート
（東京ベイ舞浜ホテルファーストリ

パティスリー アンコール

白Ｔｓｕｋｕｍｏ

株式会社木乃婦

株式会社銀座コージーコーナー

ティコラッテ パティスリー
（株式会

パティスリーオーディネール

株式会社ジョルジュマルソー

株式会社喜代村
（すしざんまい）

ゾート）

株式会社東洋食品 関西事業部

株式会社ベリーデコ

中条商事

株式会社萬珍樓

（パティスリーリッチフィールド）
有限会社カズ
（お菓子のお店KAZU）
アイズアセット株式会社
（プティビズ芦屋)
農業生産法人 有限会社柑香園
（観音山フルーツガーデン）

（パティシエ エイジ ニッタ）
有限会社 祐揮
（ラ・プロヴァンス）
株式会社岸田商会
（うきしま工房）
株式会社モンサンクレール
株式会社ル・ピノー

有限会社とろわふれえる
株式会社IKEDA
（パティスリー イケダ）
株式会社クグラパン

ロテルド甲子園株式会社
（ホテルヒューイット甲子園）

カフェ・喫茶

有限会社ヘアーメッセージ
（泉北堂）

（ルジャンドル、
タイズスイーツ）

（ガトー・
ド・ボワ）
株式会社DDホールディングス

株式会社欽山
和歌山マリーナシティ株式会社
株式会社白浜館
（ホテルシーモア）
株式会社ベッセル
（福山ニューキャッスルホテル）

（株式会社セドナコーポレーション）

（アートホテル大阪ベイタワー）
株式会社市町村共済サービス
（シティプラザ大阪）
メルパルク株式会社
（メルパルク大阪）
株式会社ホテルマネージメント
ジャパン
（神戸メリケンパークオリエンタル

株式会社ロイヤルオークリゾート

（パークハイアット東京）
ＭＴ＆ヒルトンホテル株式会社
（コンラッド東京）

太閤園株式会社
株式会社クラウディアコスチュー
ムサービス
（ル・センティフォーリア大阪）
マリエ・やしろ株式会社
株式会社ディアーズ・ブレイン

株式会社ニュートン
（パセラリゾーツ）
豊国ヌードル株式会社
株式会社アクアイグニス

株式会社DDホールディングス
（株式会社ダイヤモンドダイニン
グ）
株式会社ワイズテーブルコーポ
レーション
（XEXｾﾞｯｸｽ／ｻﾙｳﾞｧﾄｰﾚ)

アニヴェルセル株式会社

Cise

株式会社Plan・Do・See 京都

株式会社ラムラ

株式会社ノバレーゼ
（モノリス／アマンダン）
株式会社華王殿
株式会社タガヤ
株式会社Plan・Do・See
（THE GARDEN ORIENTAL OSAKA）
株式会社八芳園
株式会社ベストプランニング
エスクリ
（ラグナヴェール、他）

株式会社東京曾舘

HOTEL 東京）

株式会社ブライダルプロデュース

首都圏 東急ホテルズ

アイ・ケイ・ケイ株式会社

（渋谷エクセルホテル東急他）
有限会社石葉
（湯河原温泉 石葉）

株式会社ホテル小田急静岡
（ホテルセンチュリー静岡）

有限会社マンジェササ

株式会社フラワー
（FLOUR）

アンジェ・ココ株式会社

株式会社ポアール

株式会社柏屋葛城堂

株式会社ダイヤ

デンズ）

ヒルトン東京お台場

〇△□

株式会社パティスリーボン

菓匠庵 白穂

株式会社サニーサイド

株式会社長楽館

株式会社パレスホテル

（ロイヤルオークホテル スパ&ガー

ブライダル

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

（THE GATE HOTEL 雷門、THE GATE

株式会社浜木綿

パークハイアット京都

株式会社東洋食品

株式会社C・B・H

株式会社鳳凰

（株式会社商業藝術）

（レオック 首都圏ブロック）

式会社

パティスリーバロン
和菓子

株式会社ＬＥＯＣ

ヒューリックホテルマネジメント株

有限会社オウ・ポワヴル

（中国料理 浜木綿）

株式会社トラムスコープ

ANAクラウンプラザホテル神戸

株式会社ドンク

（銘菓創庵 むか新）

（信貴山病院、
ハートランドしぎさん）

会社

パティスリー アクイユ

株式会社そら

（リストランテ カルミネ／ソリッソ）

UDホスピタリティマネジメント株式

株式会社ｗｈｏ
ｌ
ｅ４０００

日本料理 翠

林商事株式会社
（ドゥ・アッシュ）

（コンラッド大阪）

株式会社武蔵野 ホテル事業部

（ファイヤーホール4000）

株式会社M・Y・Intentions

（銀座 圓、楽食酒 圓）

株式会社大阪
（ミスタードーナツ）

株式会社京王プラザホテル

Ｃｏｎ
ｒ
ａｄＯｓａｋａ合同会社

【プレミアホテルグループ】

クインビーガーデン

株式会社カワムラ

株式会社カルミネ

株式会社ビオスタイル

ハートランド

（東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート）

IHG Japan Osaka 合同会社

パティスリークロシェ

株式会社Root
（Bistro SARU）

（エリオ・ロカンダ・イタリアーナ)

株式会社カワード・チャレンジ

日清医療食品株式会社 関西支店

株式会社東京ベイホテルズ

株式会社フーリッシュ
（JOKER）

中国料理

堂島鮨清水

株式会社ラ・メゾンブランシュ

店 関東地区

株式会社アンデルセン

株式会社まる文
（香の月）

株式会社南海グリル

(神戸トアロードホテル山楽)

VOISIN 株式会社テーヌ

株式会社M.Y
（ロベルトカレラ）

（クロスホテル大阪内『ＧＬＡＭＯＲ

インターコンチネンタルホテル大阪

株式会社サロンドロワイヤル

エーレ

（リヴァ・デリ・エトゥルスキ／ナプレ）

株式会社ファーストオーシャン

【プレミアホテルグループ】

有限会社菓子工房 ティヨコガワ

有限会社エル・ポニエンテ

レストラン キエチュード

株式会社SASAYA

【プレミアホテルグループ】

株式会社オートン・
ドゥース

アンティカオステリア ダルポンピ

日本料理

萬寿病院
日清医療食品株式会社 東京支

株式会社ガトー・
ド・ボワイヤージュ

（ジャンルプラン）

株式会社津久見
（すし炉端 津久見）

株式会社プレミア・
トアロード神戸

株式会社Neiro

株式会社向新

社会福祉法人寺田萬寿会 寺田

株式会社加賀屋ゼネラルフーヅ

株式会社ラ・テール

はらまさ

シダックス株式会社

株式会社パンステージメリー

（ベルアメール）

株式会社オールハーツ・カンパニー

株式会社かが万

株式会社ＰＨＧ大阪マネジメント
（プレミアホテル-ＣＡＢ
ＩＮ-大阪）

MAJIMA株式会社
（炭火焼 炉暖）

株式会社新神戸ホールディング

株式会社HORIE

株式会社オールイタリアンクラブ

公立学校共済組合大阪宿泊所

（スターゲイトホテル関西エアポート） （エームサービスグループ）

Fモトアキラ株式会社
（串かつ凡）

伊丹シティホテル株式会社

株式会社日と々と

株式会社尾河

スイスホテル大阪南海株式会社
（スイスホテル南海大阪）

エームサービスジャパン株式会社

株式会社阪急阪神ホテルズ

株式会社日光・鬼怒川リゾート

ＰＬＡＣＥａｕＳＯＬＥ
Ｉ
Ｌ

（パティスリー モーン）

（ザ・リッツ・カールトン大阪）

株式会社スターゲイトホテル

（関西・北陸エリア）

株式会社セルリアンタワー東急

株式会社プチ・アンジュ

株式会社重光

株式会社阪神ホテルシステムズ

ネージメント
（ホテル ユニバーサル ポート）

ホテル

株式会社新宿高野グループ

有限会社豆 枝魯枝魯

（株式会社HRO）

有限会社トラスト・Ａ

株式会社ブールミッシュ

株式会社 T.K-BLOCKS

株式会社コズミックダイナー

（鬼怒川温泉 山楽）

パンドサンジュ

有限会社フランス菓子 モーン

株式会社ゴリップ

富士産業株式会社 関西事業本部

（シェラトン都ホテル大阪・大阪マ

株式会社Ｂｏｕ
ｌ
ａｎｇｅＹａｍａｕｃｈ
ｉ

株式会社コムサ
（カフェコムサ）

有限会社ラッフィナート

ＪＲ北海道ホテルズ株式会社

ＣＥ
（ピュイサンス）

株式会社日総フーズサービス

株式会社うかい

日清医療食品株式会社 近畿支店

株式会社近鉄・都ホテルズ

有限会社 たかぎ工房

Patisserie N,atsuhiro

（ル・グランシャリオ）

際コーポレーション株式会社

株式会社京料理花萬

（京都ホテルオークラ）

株式会社神戸ポートピアホテル

株式会社ナオヒラ

有限会社池戸商事

山六給食株式会社

株式会社ＬＥＯＣ

ハイアットリージェンシー 大阪
ホテル・旅館

株式会社ＬＡＴＡＢＬＥＤＥＦＲＡＮ

（アンティーク、
グランディールなど）

株式会社モスダイニング

株式会社京都ホテル

株式会社オペレーションファクト

パティスリー アノー

（パティスリー アルモンド）

株式会社オリンピア

リー大阪

株式会社パティシエ エスコヤマ

（パティスリーイソザキ）

株式会社ダイナックホールディングス

有限会社枕川楼

社会福祉法人愛育社

株式会社シンフォニーナガノ

（フォルテシモアッシュ）

株式会社伏雲水

合同会社ユニバーサルホテルマ

有限会社幸せの丘

株式会社フォルテシモアッシュ

（石切生喜病院）

株式会社リーフ・パブリケーションズ

株式会社ロイヤルホテル

株式会社エーデルワイス

（シェシバタ）

医療法人藤井会

株式会社帝国ホテル

（ブーランジュリーグウ）

株式会社洋菓子のサフラン

株式会社久兵衛

B.L.D
（ウエディングアイランド マリゾ

株式会社ドゥリアン

ラマルティーヌ

京とうふ藤野株式会社

ン）
株式会社

株式会社セルビスサービス
（フランシーズ、
パン・
ド・エッセ）

（パンデュース）

株式会社創コーポレーション
（日本料理 温故知新）

東京食彩株式会社

株式会社ティーエスインターナショ

株式会社ミャムミャム

（キャトルキャール）

株式会社ＨＥＰＪＡＰＡＮ

有限会社ナチュールシロモト

株式会社天一

（ポトマックグループ）

パティスリー アンジャルダン

有限会社にんじんハウス

（ル・クロワッサン）

合同会社 太月

株式会社たん熊北店

ナル
（THE GARDEN PLACE SOSHUEN）
（オテルド ヨシノ）

株式会社寿命雄
（蕎麦割烹 武蔵小山くらた）

株式会社ミズカミコーポレーション

株式会社ポトマック

「ベルグの４月」

御料理「与志福」

株式会社ケイクール
（リュミエール）

株式会社カームデザイン

株式会社ユニマットキャラバン

株式会社賛否両論

（御料理 堀川）

ＧＩＯＶＡＮＯＴＴＯ
（ジョヴァノット）
（リストランテ・ヒロ 大阪店）

（ピエール・エルメ・パリ）

株式会社オヴァールリエゾン

（ル・ジャルダン・ブルー）

（株式会社テェルウィンコーポレー

株式会社ディーエーアイ
病院・学校・施設・給食

EGGS N THINGS JAPAN株式会社

会社
（プルマン東京田町）

株式会社瓢月堂

ウェスティンホテル大阪

フトサーカス）

株式会社エイエイエスケータリング

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式

株式会社桝田

株式会社ホテル日航大阪

（のじまスコーラ、
ミエレ、
あわじクラ

リオット都ホテル 他）

株式会社阪急ベーカリー

有限会社や満祢

株式会社ホテルグランヴィア大阪

株式会社ＳＡＢＡＲ
きのこ料理 創士庵

ション）

株式会社ぱんのいえ

旬菜 山﨑

（大阪ホテル事業所）

株式会社アグネス
（アグネスホテルアンドアパートメン

オフィス

株式会社ティー・ケー・ジー

マサルイカリ寿司株式会社

（オーボンヴュータン）

株式会社トランジットジェネラル

（ル パティシエタカギ）

株式会社サザビーリーグ アイビー

（トラットリア ロアジ）

（ドゥブルベ ボレロ）

西脇ロイヤルホテル株式会社

カンパニー

（先斗町 禊川）

有限会社 パラード

リー105）

有限会社トリトン

（レストラン・パティスリー キハチ）

（ディーンアンドデルーカ）

株式会社コロンバン

株式会社カフェ

洋菓子

株式会社ウェルカム

株式会社ZOPF
（ツオップ）

有限会社笹島
（イルギオットーネ）

（オリーブキッチン）

（株式会社J.C.Factory）

（株式会社帝国ホテル）

株式会社リ・ライフ
（寝屋川店、東香里店）
、紫微星

株式会社ＤＯＮＯＪＡＰＡＮ
（鮨 shizuku）

大阪ヒルトン株式会社

有限会社ヒカリ美容室
（1930CAFE）

萬亀楼

株式会社ティー・アイ・エフ

株式会社東京ドームホテル

ヴィスキオ京都）

計画室

ターブル」
（ブルーノート東京／レゾナンスほか）

（フォーシーズンズホテル東京大手町） （ホテルグランヴィア京都・ホテル
株式会社プリンスホテル

森のおはぎ 株式会社森の暮らし

ルミナスクルーズ株式会社

（ル マノアール ダスティン）

有限会社フランボワーズ

株式会社ミリアルリゾートホテルズ

株式会社アトリエノア
ハートフル

「パティスリー・
ドゥ・シェフ・フジウ」

業

（萬御菓子誂處 樫舎）

株式会社松屋

株式会社目黒雅叙園

船舶

独立行政法人 海技教育機構
商船三井客船株式会社

その他

株式会社ＺＯＣ
合同会社ユー・エス・ジェイ
（ユニバーサルスタジオジャパン）
有限会社よねむら
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