
災害救援ネットワーク北海道（チームやんじー災害支援プロジェクト）の支援協力企業（順不同 敬称略）

自然食品の店　(株)まほろば 北海道 札幌 http://www.mahoroba-jp.net/

(株)飛栄建設 北海道 札幌 http://www.hiei.co.jp/

(株)滝本食品　　　　　　　　 北海道 札幌 -

(株)オシキリ製麺 北海道 札幌 http://oshikiri-seimen.com/

(株)ウエムラ食糧加工 北海道 札幌 http://www.truss.co.jp/uemura/

(株)和田山製麺 北海道 札幌 -

(株)和弘食品 北海道 札幌 http://www.wakoushokuhin.co.jp/

(株)南華園 北海道 札幌 http://www.nankaen.co.jp/

(株)サッポロウエシマコーヒー 北海道 札幌 http://www.u-coffee.co.jp/

札幌中央卸売市場 北海道 札幌 http://www.sapporo-market.gr.jp/

道央青果組合 北海道 札幌 -



（田川さん） -

（米内さん） -

タヒチアンノニ札幌セールスオフィス 北海道 札幌 -

みんたる 北海道 札幌 http://www.mintaru.com/

カフェ　ここにいるよ 北海道 札幌 http://kokoniiruyo2010.blog118.fc2.com/page-1.html

カフェ＆雑貨　結 北海道 札幌 http://a-sapporo.com/shops/37150

かざぐるま 北海道 札幌 -

ホテルサッポロメッツ 北海道 札幌 http://www.hotelmets.co.jp/

TamaLand 北海道 札幌 -

自然食　ホロ 北海道 札幌 http://holotozizi.exblog.jp/

(有)中山醸造酢 北海道 札幌 http://nakayamasu.tq.shopserve.jp/

これからや 北海道 札幌 http://www.d6.dion.ne.jp/~korekara/

ナチュラルハーモニー 北海道 札幌 -

らる畑 北海道 札幌 http://homepage3.nifty.com/raru/



ブックカフェ　Ｌｏｕｉｅ　るい 北海道 札幌 -

(株)セキュリティハウスワタナベ 北海道 札幌 -

a petits pas 北海道 札幌 http://apetitspas3.web.fc2.com/index.html

玄米カフェごはん　じょじょ 北海道 札幌 http://www7b.biglobe.ne.jp/~genmai-jojo/index.html

ビューティサロン　まやび 北海道 札幌 -

(有)クィーンメイク２１ 北海道 札幌 http://www.queenmake21.com/

蔵人 北海道 札幌 -

Greenwebs 北海道 岩見沢 http://www.greenwebs.net/

(株)信菱自工 北海道 倶知安 -

三条市場 北海道 倶知安 http://www.sanjyo-ichiba.com/

丸和農産（株） 北海道 ニセコ -

ニセコ道の駅ビュープラザ直売会　
北海道

ニセコ
http://vpla.snow.ne.jp/transinfo/modules/portal/port
al.php

ペンションフルノート 北海道 ニセコ http://www.nisekofullnote.com/ja/



ウッディノート 北海道 ニセコ http://www.woodynote.com/

紺野水産 北海道 ニセコ http://www.konno-suisan.com/blog/

川原種苗（有） 北海道 ニセコ -

船長の家 北海道 ニセコ -

玄天カフェ 北海道 ニセコ http://web.me.com/gentemcafe/

ヒーリングハウス　楽 北海道 ニセコ http://www3.ocn.ne.jp/~tana625/436.html

甘露の森 北海道 ニセコ http://www.kanronomori.com/

ヒルトンニセコビレッジ 北海道 ニセコ http://hiltonjapan.ehotel-reserve.com/hilton-niseko/

seed 北海道 ニセコ -

シアンルルめぐみ 北海道 十勝清水 http://www.shianruru.net/

宇井農場 北海道 新得 http://pub.ne.jp/hiroooui/

(有)杉森水産 北海道 大樹 -

インカルシぺ白樺(元気村） 北海道 大樹 http://www.netbeet.ne.jp/~sirakaba/

あんだらや 北海道 上士幌 -



あがり框 北海道 帯広 -

茶戸庵 北海道 帯広 http://www.geocities.jp/wa_chakoan/html/sub14.htm

ランチョエルパソ 北海道 帯広 http://www.elpaso.co.jp/

ゴボウ珈琲　結　ＹＵＩ 北海道 帯広 http://yui-tokachi.com/

カフェ　はちみつ 北海道 帯広 http://hachimitsu.petit.cc/

(株)阿部製麺 北海道 小樽 -

余市テラス 北海道 余市 -

(有)太田農園 北海道 富良野 http://www.hokkaidohonpo.com/page/8

カフェ　ごりょう 北海道 富良野 http://www.goryo.info/cafe/

(有)唯我独尊 北海道 富良野 http://doxon.jp/

万華鏡ミュージアムふらび 北海道 富良野 http://www.furabi.net/

丘のテラス 北海道 富良野 -

豆でたっしゃ 北海道 富良野 -



木力工房furano-craft
北海道

富良野
http://shop.asahikawa-
mall.com/furano_craft/products/list.php

菅野ファーム(有機野菜） 北海道 富良野 -

あまりや 北海道 長沼 -

こぐま座 北海道 長沼 http://yohoho.jp/koguma/

カントリーバーン 北海道 長沼 http://www.kagubarn.com/

ゆめみる農園 北海道 長沼 http://yumemiru.greenwebs.net/

cafe　パリの空の下 北海道 恵庭 http://cafe.yukigesho.com/

ポロンノ 北海道 阿寒 http://www7.plala.or.jp/poronno/

ヒッコリウィンド 北海道 鶴居 http://hickorywind.jp/blog/about-hickorywind/

cafe　good life 北海道 旭川 http://www.acacia-pl.com/pg795.html

夢民村 北海道 門別 http://homepage3.nifty.com/mu-minmura/what.html

(株)会津通商 宮城 仙台 http://www.aizu-exp.co.jp/

さくらんぼペンション 山形 http://www8.plala.or.jp/sakuranbo_p/



アルケッチャーノ 山形 http://www.alchecciano.com/

（有）龍村仁事務所 東京 http://gaiasymphony.com/

タヒチアンノニジャパン 東京
http://www.tni.com/japan/japanese/tahitiannoni/inde
x.html

アサヒ飲料 東京都 http://www.asahiinryo.co.jp/

(株)東京防災設備 東京 http://www.tokyo-bosai-setsubi.co.jp/

アトリエ　Ｒａｋａｎ 千葉 http://www.k3.dion.ne.jp/~ague/ague_menu.htm

(株)日匠起工 埼玉 http://www.nsk-co.jp/

（株）ギアリンクス 岐阜 http://www.gialinks.jp/

(株)木曽路物産 岐阜 http://www.kisojibussan.co.jp/

カネハツ食品 名古屋 -

アースネクスト 名古屋 -

(有)うさとジャパン 京都 http://www.usaato.com/top.html

ＵＣＣ上島珈琲株式会社 兵庫県 http://www.ucc.co.jp/



(株)福山電業 広島 http://www.tovio.com/

大塚食品株式会社 大阪府 http://www.otsukafoods.co.jp/

むそう商事 大阪 http://www.muso-intl.co.jp/

ブルーミントンベーグルカンパニー アメリカ -

オフィスカレイド 東京 http://www.office-kaleido.com/index.html

株式会社ガリバーインターナショナル 東京 http://www.glv.co.jp/

先住民族クラフトショップ　Ｍｉｄｄles 神奈川 鎌倉 http://middles.net/


