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一般社団法人　日本加工食品卸協会

賛助会員幹事店会

食品取引改善協議会

消費税転嫁・表示カルテル推進協議会

正 環境数値算定標準化協議会

副    　（新・低炭素社会実行計画）

会 環境問題対応Ｗ・Ｇ

長

会 ＥＤＩ　Ｗ・Ｇ

議

税務問題対応Ｗ・Ｇ

経理業務標準化協議Ｗ・Ｇ

政

総 理 執 インボイス制度対応専門部会

策 行 システム専門部会

運

委 営 情報システム研究会 商品画像専門部会

委

会 会 員 員

会 物流問題研究会 物流効率化専門部会

会

商品開発研究会

缶詰ブランドオーナー会

事 法務研究会

務 労務管理研究会

局

北海道支部

東北支部

関東支部 流通業務委員会

東海支部

北陸支部　

近畿支部

中・四国支部

九州・沖縄支部

各支部賛助会員連絡会

事

令和2年度　組織運営体制

令和２年度　本部運営体制

令和２年度　運営組織図
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令和２年５月２８日

役　員 氏　名 社名・所属 役　職

会　長（非常勤） 國 分  　晃  国分グループ本社株式会社  代表取締役 社長執行役員兼ＣＯＯ

副会長（非常勤） 森 山 　 透  三菱食品株式会社  代表取締役社長

副会長（非常勤） 佐々木 淳一  株式会社日本アクセス  代表取締役社長 社長執行役員

副会長（非常勤） 岡 本　  均  伊藤忠食品株式会社  代表取締役社長 社長執行役員

専務理事（常勤） 時 岡 肯 平  (一社)日本加工食品卸協会

理　事（非常勤） 荒 木 　 章  カナカン株式会社  代表取締役会長

理　事（非常勤） 津久浦 慶明  コンタツ株式会社  代表取締役社長

理　事（非常勤） 加 藤 和 弥  加藤産業株式会社  代表取締役社長

理　事（非常勤） 角 田 憲 治  伊藤忠食品株式会社  取締役 常務執行役員

理　事（非常勤） 守 分 孝 治  藤徳物産株式会社  代表取締役社長

理　事（非常勤） 本 村 陽 一  コゲツ産業株式会社  専務取締役

理　事（非常勤） 佐  藤 　淳  佐藤株式会社  代表取締役社長

理　事（非常勤） 永 津 嘉 人  株式会社トーカン  代表取締役 社長執行役員

理　事（非常勤） 内 藤  　悟  国分グループ本社株式会社  取締役 常務執行役員

理　事（非常勤） 山 本 泰 生  三菱食品株式会社  取締役 常務執行役員

理　事（非常勤） 網田 日出人  ヤマエ久野株式会社  代表取締役会長ＣＥＯ

理　事（非常勤） 布 施 和 博  日本アクセス北海道株式会社  代表取締役社長 社長執行役員

理　事（非常勤） 山 田 共 之  ユアサ・フナショク株式会社  代表取締役社長

理　事（非常勤） 中 村 洋 幸  株式会社日本アクセス  取締役 常務執行役員

理　事（非常勤） 竹 内 孝 久  旭食品株式会社  代表取締役社長

理　事（非常勤） 田 中 正 昭  日本酒類販売株式会社  代表取締役社長

理　事（非常勤） 植 村 敏 男  株式会社サンヨー堂  代表取締役社長

理　事（非常勤） 萩 原 伸 一  三井食品株式会社  代表取締役社長

監　事（非常勤） 升 本 　 正  株式会社升喜  代表取締役社長

監　事（非常勤） 深 瀬 成 利  味の素株式会社  常務執行役員食品事業本部副事業本部長

　　　　　　理事　２３名　　　監事　２名　　　計　２５名

理事会・各委員会・各研究会・WGチーム　名簿

理事会
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政策委員会・食品取引改善協議会 　（社名５０音順：敬称略）

会社名 委員名 所属・役職

〇 伊藤忠食品 ㈱ 角田　憲治 取締役　常務執行役員

加藤産業 ㈱ 太田　尚史 常務取締役　営業本部副本部長

〇 国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社 ㈱ 内藤　悟 取締役　常務執行役員

〇 ㈱ 日本アクセス 中村  洋幸 取締役　常務執行役員

三井食品 ㈱ 鈴木　一史 執行役員　営業副本部長

◎ 三菱食品 ㈱ 山本　泰生 取締役　常務執行役員

日本加工食品卸協会 時岡　肯平 専務理事

◎印：委員長　　○印：副委員長

執行運営委員会 　（社名５０音順：敬称略）

会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品㈱ 樋上　佳秀 商品本部　本部長代行

加藤産業㈱ 中岡　良浩 関東総務統括部長

国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 千木良　治 ＭＤ統括部商品一部長兼商品三部長

国分首都圏㈱ 殿村　貴茂 執行役員　首都圏業務ｾﾝﾀｰ、物流・ｼｽﾃﾑ部管掌

コンタツ㈱ 津久浦  慶邦 専務取締役　営業本部長

㈱サンヨー堂 新網　博信 取締役　営業本部商品部部長

㈱日本アクセス 山本　進 総合企画部長　兼　秘書室長

三井食品㈱ 鈴木　一史 執行役員　営業副本部長

三菱食品㈱ 清水　俊樹 加食事業本部商品オフィス室長

〇 日本加工食品卸協会 時岡　肯平 専務理事

〇印：委員長

情報システム研究会 　（社名５０音順：敬称略）

会社名 委員名 所属・役職

旭食品㈱ 竹内　恒夫 管理本部情報システム推進室顧問

伊藤忠食品㈱ 土田　康之 情報システム本部　情報システム部長

加藤産業㈱ 野村  眞似 情報システム部付 部長

カナカン㈱ 今村　孝樹 取締役　情報システム部長

◎ 国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 佐藤　登志也 情報システム部長

コゲツ産業㈱ 佐藤　真一 営業本部　営業推進部　部長

㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾌｫﾚｯｸｽ 新居　史貴 常務取締役

㈱ファイネット 黒田　明 営業推進部　部長

㈱トーカン 野田　能男 営業サポート本部情報システム部　副部長

〇 ㈱日本アクセス 野中　真吾 ＩＣＴ開発部長

日本酒類販売㈱ 松丸　真 情報物流本部情報統括部部長

三井食品㈱ 大村　和彦 物流・ｼｽﾃﾑ本部　業務ｼｽﾃﾑ統括部 部長

三菱食品㈱ 大川　義博 情報ｼｽﾃﾑ本部IT戦略企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ヤマエ久野㈱ 原田　明穂 情報システム部　次長

亀井通産㈱ 岡橋　辰昭 常務執行役員　営業サポート統括

◎印：座長　　　〇印：副座長
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物流問題研究会 　（社名５０音順：敬称略）

会社名 委員名 所属・役職

旭食品㈱ 芝藤　芳章 物流企画部　部長

伊藤忠食品㈱ 渡辺　三彦 ロジスティクス本部ロジスティクス企画部長

加藤産業㈱ 堂内　寛章 ロジスティクス部 部長

加藤産業㈱ 西山　清三 ロジスティクス部 課長

〇 国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 堀内　孝之 物流統括部　副部長

国分首都圏㈱ 山本　忠司 情報・システム部長

コンタツ㈱ 長澤　憲明 物流統括部　部長

㈱トーカン 今西　友弘 営業サポート本部物流企画部　部長

㈱日本アクセス 青柳　充美 ロジスティクス企画部　部長

日本酒類販売㈱ 平山　修 情報物流本部物流統括部　  部長

三井食品㈱ 奥州　大輔 物流・システム本部　物流統括部 部長

◎ 三菱食品㈱ 小谷　光司 ＳＣＭ統括 統括オフィス 室長代行

ヤマエ久野㈱ 二俣　和隆 物流部　次長

㈱ファイネット 米田　成起 営業推進部

◎印：座長　　　〇印：副座長

商品開発研究会幹事店会 　（社名５０音順：敬称略）

会社名 委員名 所属・役職

加藤産業㈱ 成田　憲治 品質保証部 次長

国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 高橋　典裕 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ統括部　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ開発部長

㈱サンヨー堂 佐藤　哲也 缶詰部部長　品質管理室室長

〇 三菱食品㈱ 高原　正好 品質管理グループＡユニットリーダー

㈱明治屋 鮫島　弘 本社品質保証部商品事業本部　生産管理部部長

〇：座長

法務研究会 　（社名５０音順：敬称略）

会社名 委員名 所属・役職

旭食品㈱ 筒井　明 管理統括本部　法務部次長

伊藤忠食品㈱ 秋元　博信 管理本部　法務・コンプライアンス部　部長

加藤産業㈱ 加藤　禎久 ＣＳＲ推進部 次長

加藤産業㈱ 渡邉  亮 ＣＳＲ推進部 専任課長

国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 徳永　雅憲 法務部リスクマネジメント課長

㈱日本アクセス 中村  一郎 法務・コンプライアンス部　部長

日本酒類販売㈱ 清水　徹也 管理本部法務部　部長

日本酒類販売㈱ 郷右近　健 管理本部法務部法務課　課長

三井食品㈱ 井元　佳代子 コーポレートスタッフ本部　法務部長

三菱食品㈱ 福永　泰介 コンプライアンス担当役員補佐

三菱食品㈱ 竹田　守 コーポレート担当役員補佐

　座長：輪番制
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労務管理研究会 　（社名５０音順：敬称略）

会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品㈱ 牛尾　勝之 管理本部　人事総務部　部長

加藤産業㈱ 高野　宜則 総務部長

国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 小木曽  泰治 取締役　執行役員経営統括本部副本部長

国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 森本　健治 人事総務部　副部長

㈱日本アクセス 藤平　洋子 人事・総務部部長代行 兼 健康管理課長

日本酒類販売㈱ 磯田　智 管理本部総務部　部長

三井食品㈱ 須賀　学  コーポレートスタッフ本部 人事総務部長

三菱食品㈱ 菅沼　克利 人材開発グループマネージャー

　座長：輪番制

環境数値算定標準化協議会 　（社名５０音順：敬称略）

会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品㈱ 渡辺　三彦 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ本部　ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ企画部　部長

加藤産業㈱ 安井　弘人 ＣＳＲ推進部　課長

国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 古賀　秀之 経営企画部サステナビリティ推進課長

国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 平賀　織江 経営企画部サステナビリティ推進課

㈱日本アクセス 廣田　徹 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ管理部　物流資産・品質管理課長

㈱日本アクセス 田近　博巳 広報・ｻｽﾃｨﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進部ｻｽﾃｨﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進課長

日本酒類販売㈱ 山本　重幸 管理本部　管理部　部長

三井食品㈱ 渡部　孝一 物流・ｼｽﾃﾑ本部　物流統括部 物流管理室

〇 三菱食品㈱ 小林　一之 ＳＣＭ統括 統括オフィス 担当次長

○印：座長

ＥＤＩ　Ｗ・Ｇ 　（社名５０音順：敬称略）

会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品㈱ 佐多　洋文 情報ｼｽﾃﾑ企画部ｼｽﾃﾑ開発ﾁｰﾑ　課長補佐

加藤産業㈱ 森  拓也 情報システム部 主任

〇 国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 平田　幸則 情報システム部物流システム二課  グループ長

㈱日本アクセス 黒田　真理子 ＩＣＴ開発部 開発第2課

日本酒類販売㈱ 山崎　良平 情報物流本部情報統括部開発課

㈱ファイネット 大串　俊裕 企画部　専任部長

三井食品㈱ 渡辺　徹明 物流・ｼｽﾃﾑ本部業務ｼｽﾃﾑ統括部業務ｼｽﾃﾑ支援室 室長

三菱食品㈱ 徳力　亮　 ＮＴ企業間開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業間Ａユニットリーダー

○印：座長

税務問題対応　Ｗ・Ｇ 　（社名５０音順：敬称略）

会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品㈱ 濱田　英樹 財経本部　財経部　部長

加藤産業㈱ 森田　真司 経理部　係長

国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 堤　世次 経理財務部財務課長

〇 国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 川副　友紀 経理財務部財務課グループ長

㈱日本アクセス 亀澤　耕一 財務経理部　部長

㈱日本アクセス 吉本　修一 財務経理部　部長代行　兼　経理課長
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三井食品㈱ 太田　敏弘 経理財務本部経理部長

三菱食品㈱ 松原　孝彦 経理グループマネージャー

○印：座長

経理業務標準化協議会 　（社名５０音順：敬称略）

会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品㈱ 河野　崇 ISCビジネスサポート㈱東京営業経理部　部長

加藤産業㈱ 佐藤  一樹 総務部 課長

〇 国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 南部　祐志 国分ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ㈱　経営統括部長

国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 木村　光晴 国分ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ㈱買掛金管理部一課　課長

㈱日本アクセス 奥田　明彦 事務管理部　部長

㈱日本アクセス 阿久津  春美 事務管理部　買掛金リベート管理第１課長

三井食品㈱ 太田　敏弘 経理財務本部経理部長

三菱食品㈱ 山口　陽 コード管理統括グループマネージャー

○印：座長

インボイス制度対応専門部会 　（社名５０音順：敬称略）

会社名 委員名 所属・役職

伊藤忠食品㈱ 濵田  英樹 財務本部財務部 部長

伊藤忠食品㈱ 森上  真衣 財経本部財経部主計チーム 主任

伊藤忠食品㈱ 佐多　洋文 情報システム部システム開発チーム 課長補佐

加藤産業㈱ 富永　洋一 情報システム部 係長

〇 国分ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ㈱ 南部  祐志 経営統括部長 兼 業務企画担当

国分ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ㈱ 川副  友紀 経理財務管理部財務課 グループ長

国分グループ本社㈱ 平田　幸則 情報システム部物流システム二課 グループ長

㈱日本アクセス 山口  隆広 ＩＣＴ開発部 開発第1課

㈱日本アクセス 室谷　光昭 事務管理部 業務管理課長

㈱日本アクセス 中馬　典子 財務経理部 経理課

日本酒類販売㈱ 北島  洋史 財務本部 財務部 部長

日本酒類販売㈱ 小澤  誠 業務本部 業務管理部 次長

日本酒類販売㈱ 小池  洋一 情報物流本部情報統括部 次長

三井食品㈱ 松坂  史朗 経理財務本部 企画業務部副部長

〇 三菱食品㈱ 磯谷  成男 経理グループ

三菱食品㈱ 桑原　芳幸 情報システム本部基幹開発グループ

三菱食品㈱ 宮原　大介 経理グループ

全国菓子卸商業組合連合会 酒井　宏通 専務理事

㈱種清 仙石　雅信 管理本部経理部部長

㈱山星屋 福地　智広 財経部部長兼経理課長

流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ 坂本　真人 ｿﾘｭｰｼｮﾝ第2部　流通BMS協議会　事務局長

流通ｼｽﾃﾑ開発ｾﾝﾀｰ 斎藤  敦 ｿﾘｭｰｼｮﾝ第2部　新規事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ上級研究員

日本加工食品卸協会 時岡  肯平 専務理事

◎ 日本加工食品卸協会 大久保  敏男 参与

◎印：座長　　　〇印：副座長


