
会員名簿

（令和5年4月28日現在）

〔東北・北海道支部〕

会　社　名 代表者名 所　在　地

尾家産業(株)仙台支店 辻　雄史 仙台市若林区

(株)嶋津商店 嶋津　宏之 青森市

(株)東給岩手 箱石　寛之 盛岡市

(株)日東商会 岩井　重平 仙台市若林区

(株)ニ丸屋山口商店 山口　耕平 会津若松市

紅食(株) 栗原　敏郎 須賀川市

〔関東支部〕

会　社　名 代表者名 所　在　地

尾家産業(株)東京支店 新居　裕之 大田区

オーディエー(株)東日本支社 小田　英三 横浜市神奈川区

(株)オギソ 山﨑 珠緒 さいたま市大宮区

オギノ食糧(株) 荻野　大治 甲府市

(株)久世
代表取締役会長
久世　健吉

豊島区

黒光商事(株) 松本　　吉広 大田区

(株)小路 中司　憲治 台東区

新生食品(株) 杉山 健児 江戸川区

(株)鈴木食品 鈴木美津江 千葉市緑区

(株)世田給 岡崎友一朗 世田谷区

髙瀬物産(株) 髙瀬　知康 中央区

東京中央食品(株) 狩野　憲彰 世田谷区

東京中央食品(株)
東京営業所

鯨岡 秀光 川崎市宮前区

東京中央食品(株)
伊勢原工場

半間　隆介 伊勢原市

中島食品(株) 中島　正二 世田谷区

(株)増田禎司商店 増田　太郎 八王子市

丸宮食品(株) 永嶋　良一 さいたま市見沼区

(株)美濃忠 本多　昭亘 千葉市稲毛区

(株)柳原商事 柳原　吉典 長野市
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山屋食品(株) 菅澤　運一 江東区

山屋食品(株)横浜支店 金子　友幸 相模原市

(株)山屋食品千葉 菅澤　精一 白井市

UCCコーヒープロフェッショナル(株) 川久保　則志 港区

〔東海・北陸支部〕

会　社　名 代表者名 所　在　地

ＳＳフーズ（株） 中川　祐二 名古屋市中川区

尾家産業(株)名古屋支店 溝口　正則 名古屋市守山区

(株)大光 金森　　武 大垣市

(株)サン食品 大村　規晃 福井市

(株)ジーケーエス 竹尾　匡利 岐阜市

(株)タキモ本店 早川　敏江 名古屋市千種区

(株)東生食品 髙木　智英 名古屋市中川区

(株)トーカン 永津　嘉人 名古屋市熱田区

(株)日中物産 西川　裕之 名古屋市熱田区

(株)マルシン 丸岡　信之 金沢市

山一商事(株) 山下喜一郎 高山市

〔近畿支部〕

会　社　名 代表者名 所　在　地

(株)RCフードサービス
商売人部本部長
徳永 信保

徳島市

(株)アドム 塩谷　晶啓 大阪市城東区

アンキッキ協栄(株) 梅田　茂夫 大阪府茨木市

(株)泉平 泉　周作 姫路市

エンド商事(株) 遠藤　　学 大阪市生野区

尾家産業(株) 尾家　啓二 大阪市北区

(株)大光大阪営業所 櫻井　博之 大阪府茨木市

(株)オジカソース工業 松本　美樹 京都市山科区

オーディエー(株) 小田　大輔 大阪府大東市

(株)オリエンタルベーカーリー 原田　幸博 大阪市浪速区



会員名簿

(株)木田商店 木田　義文 磯城郡田原本町

(株)京キュウ 藤原　猛 京都市山科区

京都鰹節(株)
代表取締役会長
志村　雅之

京都市南区

(株)ＫＬ 児嶋　正人 有田市

広栄(株) 広田　　甫 東大阪市

(株)廣記商行 鮑　耀宗 神戸市灘区

(株)タイガー珈琲 檜垣　良市 大阪市東成区

大洋産業(株) 大月　年春 神戸市東灘区

(株)中庄本店 塩見　和之 福知山市

(株)中谷食品 中谷　修三 東大阪市

(株)ナックス 石橋 逸平 大阪市淀川区

(株)西塚商店 西塚　貴則 東大阪市

日昇物産(株) 平井　　貢 磯城郡田原本町

日進食品(株) 野村　浩一 京都市南区

(株)原田フーズ 原田　晋一 磯城郡田原本町

阪神食品(株) 檜谷　　忍 大阪市此花区

フジノ食品(株)
代表取締役会長
藤野　　潔

彦根市

前田食品(株) 前田　晴美 西宮市

(株)松並 松並　孝至 奈良市

丸信食品（株) 牧野　晋吾 姫路市飾磨区

(株)マルナカ 吉田　宗平 寝屋川市

マルハ物産（株） 島野　和大 洲本市

(株)モリカワ 森川　直巳 田辺市

(株)モリヨシ 森本　能史 桜井市

UCCコーヒープロフェッショナル(株)
近畿営業本部

取締役本部長
阿部　幸司

大阪市北区

(株)豊食品店 久保　孝次 大阪市浪速区

〔中国・四国支部〕

会　社　名 代表者名 所　在　地

(株)アイスライン 石井　希典 岡山市北区

尾家産業(株)岡山営業所 岡田　信洋 岡山市南区
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(株)クラハシ 天野　文男 福山市

(有)佐伯食品 佐伯　誠 福山市

大幸(株) 森脇　哲雄 境港市

(株)ダイショク
代表取締役
岩瀬　典博

福山市

(株)たまも 愛染　俊英 高松市

(株)誠屋 櫛田　修平 岡山市北区

〔九州・沖縄支部〕

会　社　名 代表者名 所　在　地

(株)油屋本店 楢木野仁士 熊本市中央区

(株)泉平福岡支店 渡辺　健司 糟屋郡新宮町

岩田産業(株) 岩田　章正 福岡市博多区

尾家産業(株)福岡支店 大森　勇 福岡市博多区

協和商工(株) 加城　一成 佐世保市

筑紫フードサービス(株) 酒井　信吾 福岡市早良区

(株)南給 知識　公洋 鹿児島市

(株)ハウディ 富永　哲生 熊本市南区

ハウディ大分食品（株） 岡本　治 大分市


