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規約の種類 団　体　名 住　　所 電　話
乳製品等
1 （表示） マーガリン公正取引協議会 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-13-11　油脂工業会館2階 03（3242）3770

2 （表示） 全国飲用牛乳公正取引協議会 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-19　乳業会館5階 03（3264）8585

3 （表示） チーズ公正取引協議会 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-19　乳業会館6階 03（3264）4133

4 （景品・表示）アイスクリーム類及び氷菓公正取引協議会 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-19　乳業会館6階 03（3264）3819

5 （表示） 発酵乳乳酸菌飲料公正取引協議会 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-1　保健会館別館３階 03（3267）4686

飲料
1 （景品・表示）全国トマト加工品業公正取引協議会 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18-3F 03（3639）9666

2 （表示） 果実飲料公正取引協議会 〒105-0014 東京都港区芝3-3-14　ニットクビル6階 03（6275）1761

3 （表示） 全国コーヒー飲料公正取引協議会 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-9-2　PMO神田岩本町2階
( 一社 ) 全国清涼飲料連合会内 03（6260）9257

4 （表示） 日本豆乳公正取引協議会 〒102-0084 東京都千代田区二番町1-2-235 03（5215）2275

5 （表示） 全日本コーヒー公正取引協議会 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町6-2　マックス本社ビル別館3階 03（5649）8366

6 （表示） もろみ酢公正取引協議会 〒900-0037 沖縄県那覇市辻2-4-17　クリエイツビル1階 098（894）7361

食卓食品
1 （景品・表示）日本即席食品工業公正取引協議会 〒105-0004 東京都港区新橋6-9-5　JBビル4階 03（6453）0081

2 （景品） カレー業全国公正取引協議会 〒111-0051 東京都台東区蔵前3-20-1　山岸ビル502号 03（5687）1793

3 （表示） 全国食品缶詰公正取引協議会 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町10-2　翔和神田ビル3階 03（5256）4801

4 （表示） 全国粉わさび公正取引協議会 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-4　ヤブ原ビル7階 03（3537）1303

5 （表示） 全国削節公正取引協議会 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-47　サンフィールドビル2階 03（5690）1601

6 （景品・表示）凍豆腐製造業公正取引協議会 〒380-0936 長野県長野市中御所岡田131-10　長野県中小企業会館5階 026（227）6171

7 （表示） 全国生めん類公正取引協議会 〒135-0004 東京都江東区森下3-14-3　全麺連会館5階 03（3634）2255

8 （表示） 全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-8-26　第3白水駅東ビル405号 092（403）0191

９（表示） ハム・ソーセージ類公正取引協議会 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-5-6　ハム・ソーセージ会館 03（6450）3980

10（表示） 全国食肉公正取引協議会 〒107-0052 東京都港区赤坂6-13-16　アジミックビル 03（5563）2911

11（表示） 日本パン公正取引協議会 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町15-6　製粉会館9階 03（3667）1976

12（表示） 鶏卵公正取引協議会 〒104-0033 東京都中央区新川2-6-16　馬事畜産会館5階 03（3297）5516

調味料
1 （表示） 全国食酢公正取引協議会 〒160-0004 東京都新宿区四谷3-4　エフビル5階 03（3351）9280

2 （景品・表示）全国味噌業公正取引協議会 〒104-0033 東京都中央区新川1-26-19　全中・全味ビル 03（3551）7161

3 （景品） 日本ソース業公正取引協議会 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18-3F 03（3639）9667

4 （景品・表示）醤油業中央公正取引協議会 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町3-11　醤油会館 03（3666）3286

5 （表示） 全国ドレッシング類公正取引協議会 〒104-0061 東京都中央区銀座3-8-15　中央ビル7階 03（3563）3590

6 （表示） 食用塩公正取引協議会 〒106-0032 東京都港区六本木7-15-14　塩業ビル9階 03（3402）0180

菓子類等
1 （景品・表示）全国チョコレート業公正取引協議会 〒105-0004 東京都港区新橋6-9-5　JBビル6階 03（3437）6177

2 （表示） 全国観光土産品公正取引協議会 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-17-9　TCUビル6階 03（3518）0194

3 （表示） （一社）全国はちみつ公正取引協議会 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町12-2　東屋ビル4階 03（6661）9183

4 （景品・表示）全国チューインガム業公正取引協議会 〒105-0004 東京都港区新橋6-9-5　JBビル6階 03（3433）5213

5 （景品・表示）全国ビスケット公正取引協議会 〒105-0004 東京都港区新橋6-9-5　JBビル9階 03（3433）6131

6 （表示） （一社）全国ローヤルゼリー公正取引協議会 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町12-2　東屋ビル4階 03（6265）1735

7 （表示） 特定保健用食品公正取引協議会 〒162-0842
東京都新宿区砂土原町2-7-27　
( 公財 ) 日本健康・栄養食品協会2階

03（6630）9575

酒類
1 （景品・表示）日本酒造組合中央会 〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-15　日本酒造虎ノ門ビル2階 03（3501）0101

2 （景品） 日本蒸留酒酒造組合 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6　宗和ビル5階 03（3527）3707

3 （景品・表示）ビール酒造組合 〒104-0061 東京都中央区銀座1-16-7　銀座大栄ビル10階 03（3561）8386

4 （景品・表示）日本洋酒酒造組合 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-7　高島屋グループ本社第2ビル2階 03（6202）5728



規約の種類 団　体　名 住　　所 電　話
5（景品） 日本ワイナリー協会 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-7　高島屋グループ本社第2ビル2階 03（6202）5728

6 （景品・表示）日本洋酒輸入協会 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-15-3　人形町藤和ビル2階 03（6667）0502

7 （表示） 全国小売酒販組合中央会 〒153-8640 東京都目黒区中目黒2-1-27 03（3714）0172

家電・家庭用品等
1 （景品・表示）ペットフード公正取引協議会 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-3-16　ユニゾ神田須田町二丁目ビル9階 03（5298）7321

2 （表示） 全国帯締め羽織ひも公正取引協議会 〒616-8204 京都府京都市右京区宇多野御池町40　島本会計事務所内 075（461）7156

3 （景品・表示）（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会 〒105-0003 東京都港区新橋2-8-11　7東洋海事ビル10階 03（3591）6023

4 （表示） 全国釣竿公正取引協議会 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-22-8　日本フィッシング会館5階 03（3206）1130

5 （表示） 鍵盤楽器公正取引協議会 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-18-21　楽器会館内 03（3251）7444

6 （表示） 眼鏡公正取引協議会 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-13-11　油脂工業会館6階 03（5255）3231

7 （表示） スポーツ用品公正取引協議会 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-28-9　三東ビル4階 03（3219）2531

8 （表示） 仏壇公正取引協議会 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-16-7　第二小林ビル2階 03（6206）0572

化粧品等
1 （表示） 防虫剤公正取引協議会 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-12　サンカテリーナビル6階 03（3367）6775

2 （表示） 化粧品公正取引協議会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5　メトロシティ神谷町6階 03（5472）2533

3 （景品・表示）化粧石けん公正取引協議会 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-13-11　油脂工業会館8階 03（3271）4301

4 （景品・表示）歯磨公正取引協議会 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町2-4　三報ビル7階 03（3249）2511

5 （景品・表示）洗剤・石けん公正取引協議会 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-13-11　油脂工業会館8階 03（3271）4301

出版・サービス

1 （景品） 新聞公正取引協議会 〒100-8543 東京都千代田区内幸町2-2-1　日本プレスセンタービル7階
（一社）日本新聞協会内 03（3591）4406

2 （景品） 出版物小売業公正取引協議会 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-2　書店会館内 03（3295）0065

3 （景品） 雑誌公正取引協議会 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-32　出版クラブビル5階 03（3293）9759

4 （景品・表示）旅行業公正取引協議会 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-3　全日通霞が関ビル5階 03（3592）1641

5 （景品・表示）指定自動車教習所公正取引協議会 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-9　サン九段ビル4階 03（3556）0070

自動車等

1
（景品・表示
(自動四輪、
自動二輪 )）

（一社）自動車公正取引協議会 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30　サウスヒル永田町 03（5511）2111

2 （景品・表示）農業機械公正取引協議会 〒110-0015 東京都台東区東上野1-9-7　YTSビル5階 03（3835）8118

3 （景品・表示）タイヤ公正取引協議会 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-1　エース九段ビル3階 03（5210）0811

不動産
1 不動産公正取引協議会連合会 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3　ニッセイ半蔵門ビル3階 03（3261）3811

2 （景品・表示）（一社）北海道不動産公正取引協議会 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西17丁目1番地　北海道不動産会館３階 011（621）0747

3 （景品・表示）東北地区不動産公正取引協議会 〒010-0942 秋田県秋田市川尻大川町1-33　秋田県不動産会館内 018（865）1673

4 （景品・表示）（公社）首都圏不動産公正取引協議会 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3　ニッセイ半蔵門ビル3階 03（3261）3811

5 （景品・表示）北陸不動産公正取引協議会 〒921-8047 石川県金沢市大豆田本町口46-8　石川県不動産会館内 076（291）2255

6 （景品・表示）東海不動産公正取引協議会 〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西5-1-14　愛知県不動産会館1階 052（529）3300

7 （景品・表示）（公社）近畿地区不動産公正取引協議会 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2-2-20　大手前類第一ビル9階 06（6941）9561

8 （景品・表示）中国地区不動産公正取引協議会 〒730-0046 広島県広島市中区昭和町11-5　広島県不動産会館内 082（243）9906

9 （景品・表示）四国地区不動産公正取引協議会 〒780-0901 高知県高知市上町1-9-1　高知県不動産会館内 088（823）2001

10（景品・表示）（一社）九州不動産公正取引協議会 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出1-13-10　福岡県不動産会館内 092（631）5500

医療
1 （景品） 医療用医薬品製造販売業公正取引協議会 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2　MFPR日本橋本町ビル4階 03（3669）5357

2 （景品） 衛生検査所業公正取引協議会 〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-28　K.I.S 飯田橋2階 03（5805）0250

3 （景品） 医療用医薬品卸売業公正取引協議会 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-20　八重洲口会館7階
　(一社 ) 日本医薬品卸売業連合会内 03（3275）0984

4 （景品） 医療機器業公正取引協議会 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-24-14　日本橋イーストビル6階 03（5846）9663

金融
1 （景品・表示）全国銀行公正取引協議会 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1　 03（6267）7541






