
㈱セイミヤ 惣菜サミット副会長 ㈱日本アクセス 惣菜サミット副会長 惣菜サミット会長 ㈱ヨークベニマル 惣菜サミット幹事 ㈱ウジエデリカ 24 名
糸賀　誠一　様 若林哲也　様 佐々木淳一　様 星　良雄　様 小平昭雄　様 大髙善興　様 松田　浅三　様 長谷川　和彦　様

㈱フレッセイ ㈱イズミ イオンリテール㈱ ㈱ニチレイフーズ アクシアルリテイリング（株） 日本食糧新聞 原信ナルスオペレーションサービス（株） ㈱ウジエデリカ
秋山　辰雄　様 小江　尚久　様 西野　克　様 竹永雅彦　様 原　和彦　様 今野正義　様 宮路　光広　様 新妻　康憲　様

㈱フレッセイ ㈱オギノ ㈱エフピコ ㈱J-オイルミルズ オフィスのうみ ㈱魚力 原信ナルスオペレーションサービス（株） 原信ナルスオペレーションサービス（株）
丸山　智倫　様 清水　幸治　様 高橋正伸　様 小野　繁　様 能美芳祐　様 藤木吉紀　様 田辺　聡子　様 夏川　哲雄　様

40 名

㈱冷凍食品新聞社 惣菜サミット幹事 ケーオー産業㈱ 惣菜サミット幹事 ㈱ヤヨイサンフーズ 惣菜サミット幹事 惣菜サミット幹事 ㈱イーオー食品 惣菜サミット幹事 コープデリ生活協同組合
永沼　博明　様 古澤　慎介　様 秋光　昇　様 朝川　卓也　様 大西　宏昭　様 茂野　隆一様 田中　仁史　様 朝山　良夫　様 阿武　克也　様 見附　亮一　様

㈱イーオー食品 オタフクソース㈱ ㈱日本アクセス ㈱ニチレイフーズ ㈱日本アクセス ㈱エフピコ ㈱松源 ㈱H２０食品グループ ㈱ヨネヤマ ㈱サンフレッセ
竹房　准司　様 竹本　嘉一　様 村林　俊和　様 滝　英明　様 秋山　剛　様 小林　健治　様 池田　直也　様 大久保　一貴　様 松崎　秀紀　様 富澤　愼太郎

㈱イーオー食品 一般社団法人日本惣菜協会 ㈱日本アクセス ㈱ニチレイフーズ ㈱アオヤマ ㈱エフピコ ㈱松源 ㈱H20食品グループ ㈱ヨネヤマ ㈱サンフレッセ
藤本　薫　様 清水　誠三　様 佐藤　壱久　様 山川　貴　様 青山　和之　様 前田　知司　様 蔓福　幸一　様 菅野　聡　様 高野　章則　様 西嶋　修一

㈱冷凍食品新聞社 一般社団法人日本惣菜協会 ㈱太堀 ㈱ニチレイフーズ 魚力商事㈱ 魚力商事㈱ オフィスSHIGA オタフクソース㈱ ㈱ヨネヤマ ㈱サンフレッセ
天野　淳一　様 佐藤　公彦様 候　秀平　様 高岡　修一　様 塩井　裕二　様 大橋　幸多　様 志賀　潔　様 大出　隆司　様 水田　英登　様 篠田　智史

㈱アピタ 宍倉㈱ 甲信食糧㈱ ㈱ヤヨイサンフーズ アルファ―食品㈱ ㈱コープフーズ ㈱駿河屋　魚一 ㈱ゆのたに 32 名
佐井　孝臣　様 宍倉　弘哲　様 中込　武文 今井　信広　様 林　隆史　様 岡部　雅史　様 中田　基　様 櫻井　一夫　様

マルハニチロ㈱ ケーオー産業㈱ 甲信食糧㈱ ㈱ヤヨイサンフーズ アルファ―食品㈱ 国分西日本㈱ ㈱駿河屋　魚一 ㈱ゆのたに
中谷　吉郎　様 三好　章道　様 秋山　良仁 清水　稔昌　様 児玉　憲治　様 山城　浩輝　様 向畑　博幸　様 森山　秀樹　様

マルハニチロ㈱ ケーオー産業㈱ 甲信食糧㈱ ㈱せんにち ㈱ニップン 国分フードクリエイト㈱ タミー食品工業㈱ ㈱ゆのたに
佐藤　由孝　様 田中　孝平　様 齋藤　靖将 三木田　拓正 小田川　誠　様 寺本　哲久　様 辰野　次郎　様 諸石　利之　様

テーブルマーク㈱ テーブルマーク㈱ ㈱せんにち ㈱せんにち ㈱ニップン 大松食品㈱ タミー食品工業㈱ タミー食品工業㈱
橋本　尚武　様 田淵　和友　様 伊藤　透　様 佐伯　紀子　様 徳田　純明　様 清水　久明　様 大地　洋幸　様 中島　佳隆　様

40 名
㈱J-オイルミルズ 鈴茂器工㈱ SD食品㈱ キユーピー㈱ 岩下食品㈱ オタフクソース㈱ ㈱宮商 ㈱合食 ㈱マルエー エスエスケイフーズ㈱
井本　昭弘　様 中村　健司　様 広川　孝義　様 林　素彦 渡邊　尚樹　様 原田　隆　様 宮野　勲 矢橋　哲弥　様 豊田　知之　様 村田　訓康　様

㈱J-オイルミルズ 鈴茂器工㈱ SD食品㈱ ㈱Mizkan 岩下食品㈱ ㈱吉田喜 ㈱みゆきやフジモト ㈱合食 ㈱マルエー エスエスケイフーズ㈱
桂　将己　様 永元　禎人　様 広川　賢夫　様 長井　健 森田　徹　様 吉田　宣喜　様 藤本　恵子 田中　賢治　様 北本　雅史　様 星野　直紀　様

キッコーマン食品㈱ 鈴茂器工㈱ ㈱ベイシア ㈱Mizkan ㈱サンプラザ 宝醤油㈱ ㈱太堀 ㈱フルックス ヤマモリ食品㈱ テーブルマーク㈱
星野　泰宏　様 富田　誠伍　様 小島　篤　様 稲垣　詠次郎 楠本　良一　様 佐藤　一徳　様 竹松　祐輔　様 大浦　好美　様 居橋　岳志　様 白子　裕美子　様

キッコーマン食品㈱ キッコーマン食品㈱ 日本食料新聞社 ミートセンター杉本畜産㈱ ㈱サンプラザ 宝醤油㈱ ㈱ライフコーポレーション ㈱フルックス ヤマモリ食品㈱ テーブルマーク㈱
加藤　則之　様 山本　啓一郎　様 小澤　弘数　様 杉本　真得　様 山口　博千　様 那須　亮介　様 小池　優介　様 明海　仁美　様 高田　幹也　様 植田　義久　様

大和食品㈱ ㈱オリンピック 松田食品工業㈱ ㈱ニップン 小浅商事㈱ 惣菜サミット幹事 ㈱テラアソシエーション ㈱ジーピーエス 32 名
三井　素直　様 山下　桂樹様 鷹合　祥次　様 曽我　時久　様 中村　知臣　様 板倉　直史　様 大久保　浩徳　様 後藤　義雄　様

大和食品㈱ ㈱オリンピック 松田食品工業㈱ ㈱ニップン エム・シーシー食品㈱ ㈱日清製粉ウェルナ 宝酒造㈱ ㈱ジーピーエス
岩井　一茂　様 海老沢　智　様 塩部　功　様 外所　俊介　様 吉澤　宏冶　様 金沢　聡　様 木公　寧史　様 内田　信也　様

秀長水産㈱ ㈱丸久 ㈱東武ストア ㈱ヤマナカ エム・シーシー食品㈱ ㈱日清製粉ウェルナ 宝酒造㈱ ㈱ジーピーエス
瀨川　淳雄　様 田村　昌義 鈴木　誠一　様 馬場　賢治　様 宮原　渉　様 亀沖　知史　様 髙橋　一哉　様 瀧見　芳喜　様

㈱ウオロクホールディングス フライスター㈱ ㈱FELIX & ESCA 利恵産業㈱ ㈱日清製粉ウェルナ ㈱日清製粉ウェルナ ㈱ULS ㈱ＵＬＳ
横井　崇 藤原　裕己　様 石坂　優子　様 加藤　了　様 菊池　潤二 桑山　貴行　様 平井　慎一　様 石垣　伸也　様

㈱オギノ 惣菜サミット幹事 ㈱ナックス 惣菜サミット幹事 マルコーフーズ㈱ 惣菜サミット幹事
滝口　研二　様 琴浦　雅貴　様 天満　一隆　様 服部　恒治　様 村岡　守　様 小嶺　文岳　様 19 名

中央化学㈱ ㈱長山フーズファクトリー ㈱ナックス 高橋ソース㈱ マルコーフーズ㈱ 日本食料新聞社
岡田　真治　様 小澤　哲也　様 湯浅　聖和　様 高橋　亮人　様 石川　弘二　様 福島　厚子　様

㈱長山フーズファクトリー ㈱長山フーズファクトリー ㈱ＭＳフレッシュデリカ 高橋ソース㈱ 国分グループ本社㈱ ベストアメニティ㈱
白川　博　様 佐々木 和頼 飯田　裕彦　様 坂井　大介　様 武田　晃尚　様 江田　リッキー　様

㈱ＭＳフレッシュデリカ
加藤　和郎　様

187


