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▼賛助会員登録 2年以上の会社

▼賛助会員登録 2年未満の会社

賛助会社名
株式会社 アートクリエイティブビジネスサポート
ＲＳＮ ＪＡＰＡＮ 株式会社
アイコニック ワイン・ジャパン株式会社
株式会社 アカデミー・デュ・ヴァン
株式会社 秋田屋
株式会社 アグネス
アグリ株式会社
アコレード・ワインズ・ジャパン株式会社
朝日酒造株式会社
アサヒビール株式会社
安曇野ワイナリー株式会社
アプレヴ・トレーディング株式会社
株式会社 アルカン
株式会社 アルプス
株式会社 アンフィニー
株式会社 飯田
イオンリカー株式会社
池田町ブドウ・ブドウ酒研究所
石本酒造株式会社
出水商事株式会社
伊丹老松酒造株式会社
株式会社 井筒ワイン
株式会社 稲葉
株式会社 いまい
株式会社 いまでや
株式会社 イレブンインターナショナル
株式会社 いろはわいん
株式会社 岩手くずまきワイン
株式会社 岩の原葡萄園
株式会社 ヴァンパッシオン
株式会社 Vino Hayashi
株式会社 ヴィーノフェリーチェ
株式会社 ヴィノスやまざき
株式会社 ヴィノラム
ヴィレッジ・セラーズ株式会社
ヴランケンポメリージャパン株式会社
株式会社 エイ・エム・ズィー
株式会社 エイ・ダヴリュー・エイ
株式会社 エーデルワイン
株式会社 エーピーカンパニー
株式会社 エスタリコ・ジャパン
エノテカ株式会社
ＭＨＤ モエ ヘネシー ディアジオ株式会社
株式会社 エルサン
有限会社 オーケストラ
大沢ホールディングス株式会社
株式会社 オーダス
大塚食品株式会社
株式会社 オーデックス・ジャパン
株式会社 オーバーシーズ

賛助会社名
秋田酒類製造株式会社
旭酒造株式会社
アズマ株式会社
株式会社 吾妻山麓醸造所
泉橋酒造株式会社
ウミネコ醸造株式会社
英和商事株式会社
OTU JAPAN株式会社
株式会社 奥尻ワイナリー
株式会社 カーヴ・ド・リラックス
加藤嘉八郎酒造株式会社
株式会社 鏑木
株式会社 Khariis
株式会社 ＣｒｕＸ
株式会社 ｋｐオーチャード
ケルンメッセ株式会社
株式会社 公楽
古越龍山 東京事務所
GO-TO WINE
株式会社 五島ワイナリー
株式会社 さぬき市ＳＡ公社
株式会社 シャトー勝沼
株式会社 白岩
株式会社 ダイヤモンドブルーイング
髙瀬物産株式会社
株式会社 高橋商店
株式会社 タカラ・エムシー
楯の川酒造株式会社
株式会社 トランジットジェネラルオフィス
NapaValley Vintners Japan
西オーストラリア州政府駐日代表部
株式会社 ニューミュンヘン
株式会社 パナバック
富久千代酒造有限会社
藤井酒造株式会社
株式会社 富士山ワイナリー
ホテル春日居
ボルドーワイン委員会
株式会社 メニコン
株式会社 メモス
株式会社 YAMATOGROUP
山梨県ワイン酒造協同組合
山梨銘醸株式会社
株式会社 ラフィネ
リヴィナス株式会社
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株式会社 オーリック
株式会社 オーレジャパン
株式会社 岡永
株式会社 桶谷ホールディングス
オルカ・インターナショナル株式会社
片山商事株式会社
勝沼醸造株式会社
株式会社 加藤文明社
株式会社 かない屋
カバ原産地呼称統制委員会
有限会社 カリテ・エ・プリ
株式会社 かりゆし
菊正宗酒造株式会社
株式会社 岸本
木下インターナショナル株式会社
キャプラン株式会社
霧島酒造株式会社
キリンビール株式会社
キリンホールディングス株式会社
株式会社 キングジャパン
株式会社 近鉄・都ホテルズ
有限会社 熊本飛鳥
くまもと新世紀株式会社
熊本ワイン株式会社
クラブ・デモンストレーション・サービシズ・インク

株式会社 グラムスリー
グランドプリンスホテル高輪
株式会社 グローバル
KFW HENRI GIRAUD 株式会社
月桂冠株式会社
ケンゾーエステイトワイナリージャパン株式会社
こあらや
甲州市勝沼ぶどうの丘
合同酒精株式会社
株式会社 神戸酒心館
一般財団法人 神戸農政公社
小江戸鏡山酒造株式会社
国分グループ本社株式会社
ココ・ファーム・ワイナリー
株式会社 五本木ますもと
株式会社 小松屋
株式会社 小山本家酒造
株式会社 佐浦
株式会社 サカツコーポレーション
櫻正宗株式会社
佐々木酒造株式会社
有限会社 佐多宗二商店
サッポロビール株式会社
札幌プリンスホテル
株式会社 サンティール
サントリーワインインターナショナル株式会社
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有限会社 サンマモルワイナリー
株式会社 サンワーズ 澤内醸造
株式会社 三和酒店
三和酒類株式会社
ＧＲＮ株式会社
株式会社 ジェイアール西日本ホテル開発
ジェロボーム株式会社
清水清三郎商店株式会社
株式会社 車多酒造
株式会社 ジャパンインポートシステム
株式会社 ＪＡＬＵＸ
シャンパーニュ委員会日本事務局
株式会社 庄司酒店
庄内たがわ農業協同組合

月山ワイン山ぶどう研究所

合資会社 白木恒助商店
白百合醸造株式会社
城山観光株式会社
酔鯨酒造株式会社
株式会社 スイックプラス
末廣酒造株式会社
杉山商事株式会社
SUPALIV株式会社
株式会社 スマイル
住田株式会社
株式会社 セイコーフレッシュフーズ
全日空商事株式会社
惣誉酒造株式会社
SOPEXA JAPON 株式会社
株式会社 空知ワインステーション
大榮産業株式会社
大七酒造株式会社
大保協商事株式会社
株式会社 高野総本店
高橋酒造株式会社
株式会社 高橋正現商店
株式会社 高畠ワイナリー
鷹正宗株式会社
宝酒造株式会社
株式会社 ＤＡＣホールディングス
タニコー株式会社
株式会社 田渕
株式会社 ダンガミ
株式会社 秩父ファーマーズファクトリー
中央葡萄酒株式会社
千代むすび酒造株式会社
株式会社 ツヴィーゼル・ジャパン
通潤酒造株式会社
株式会社 都農ワイン
株式会社 Ｔ＆Ｃサービス
株式会社 T-MARKS
株式会社 テイクアンドギヴ・ニーズ
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ｔｅｔｔａ株式会社
株式会社 デプトプランニング
テラヴェール株式会社
寺田倉庫株式会社
株式会社 トゥエンティーワンコミュニティ
株式会社 ドウシシャ
東洋佐々木ガラス株式会社
株式会社 トゥレーヌ
株式会社 徳岡
株式会社 都光
Domaine MITO株式会社
豊通食料株式会社
株式会社 Traders Market
トレジャリーワインエステーツジャパン株式会社
株式会社 トンボ飲料
永井酒造株式会社
合資会社 長岡屋商店
株式会社 中川ワイン
南島酒販株式会社
株式会社 南部美人
株式会社 西岡寅太郎商店
学校法人 西沢学園 ニシザワ・ワインスクール
西酒造株式会社
日欧商事株式会社
日仏商事株式会社
株式会社 日智トレーディング
日本通信紙株式会社
日本ビール株式会社
日本リカー株式会社
日本クリエイティブ株式会社
日本酒類販売株式会社
株式会社 ニュー・オータニ
株式会社 ヌーヴェル・セレクション
ネクストレード株式会社
能登ワイン株式会社
株式会社 ノルレェイク・インターナショナル
株式会社 ノンナアンドシディ
株式会社 ハーベス
ハイランドリゾート株式会社
白鶴酒造株式会社
八戸酒造株式会社
八海醸造株式会社
株式会社 八田
花の舞酒造株式会社
株式会社 萬乗醸造
ＢＭＯ株式会社
ピーロート・ジャパン株式会社
光が丘興産株式会社
株式会社 肥後銀行
株式会社 久本酒店
株式会社 ビデオエイペックス
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有限会社 ピノフードサービス
株式会社 百五総合研究所
株式会社 ＨＵＧＥ
株式会社 平川ワイナリー
ファームストン株式会社
株式会社 ファインズ
株式会社 フィラディス
株式会社 フードライナー
福島県南酒販株式会社
株式会社 福光屋
福山黒酢株式会社
株式会社 フジ
富士貿易株式会社
株式会社 プラトンホテル
フランチャコルタ協会 日本事務局
ブリストル・ジャポン株式会社
株式会社 フレシネジャパン
Heavenly Vines株式会社
ベリー・ブラザーズ＆ラッド
ペルノ・リカール・ジャパン株式会社
ヘレンベルガー・ホーフ株式会社
株式会社 北海道ホテル
北海道ワイン株式会社
布袋ワインズ株式会社
株式会社 ホテルグランヴィア岡山
株式会社 ボワノワール
株式会社 本田商店
株式会社 ボンド商会
本坊酒造株式会社
株式会社 本坊商店
マーブルデザイン株式会社
株式会社 マイティワイン
株式会社 Makoto Investments
株式会社 升喜
株式会社 マスダ
株式会社 桝田酒造店
株式会社 マルイアミューズメント
マルカイコーポレーション株式会社
まるき葡萄酒株式会社
マンズワイン株式会社
三国ワイン株式会社
三井食品株式会社
三菱食品株式会社
南アフリカワイン協会WOSA
宮城調理製菓専門学校
宮坂醸造株式会社
株式会社 宮崎観光ホテル
宮下酒造株式会社
株式会社 未来堂
ミリオン商事株式会社
株式会社 ミレジム
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株式会社 向井酒店
株式会社 明治屋
株式会社 目黒雅叙園
メルシャン株式会社
株式会社 モトックス
盛田甲州ワイナリー株式会社
有限会社 モルティ
モンテ物産株式会社
八鹿酒造株式会社
山崎ソフトウェア設計事務所
株式会社 山仁
ユーキトレーディング株式会社
株式会社 ユウ・コーポレーション
郵船商事株式会社
株式会社 横浜君嶋屋
株式会社 吉野酒店
株式会社 ライトアップショッピングクラブ
有限会社 ラグフェイズ
株式会社 ラック・コーポレーション
株式会社 レコール・デュ・ヴァン
レボ・エアー株式会社
ロイヤルブルーティージャパン株式会社
株式会社 ロゼレガンス
有限会社 ワイナリー和泉屋
ワインアンドワインカルチャー株式会社
ワインエナジー株式会社
特定非営利活動法人ワインクラスター北海道
ワインスクール 井上塾
WINE TO STYLE株式会社
株式会社 ワインプレスインターナショナル
ワインライフ株式会社
株式会社 わしづ
286社
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