
◇日　　時　　　2022 年 5 月 25 日（水） 13：00 ～ 18：30

◇会　　場　　　東京會舘 ローズ（東京都千代田区丸の内 3-2-1）

【定　時　総　会】13：00 ～ 13：50

【優良社員表彰式】14：00 ～ 14：40

【記念セミナー】15：00 ～ 16：40

　講師　　東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技術経営戦略学専攻 教授　　松尾　豊 氏

　演題　　「社会・産業の飛躍的発展と、人工知能活用の未来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ DX の本質はこれだ！～」

【懇 親 会】17：00 ～ 18：30

◇開 会

◇会 長 挨 拶　　　一般社団法人日本惣菜協会　会長　　　平井　浩一郎

◇来 賓 ご 祝 辞　　　農林水産大臣　　　　　　　　　　　　金子　原二郎 様

　　　　　　　　　　　  外務大臣　衆議院議員　　　　　　　　林　　芳正 様

◇新 入 会 員 紹 介　　

◇新入会員代表挨拶　　　デリカサラダボーイ株式会社　代表取締役社長　竹内信夫 様

◇業界代表挨拶・乾杯　　　ヤマサ醤油株式会社　代表取締役会長　濱口　道雄 様

～ご歓談～

◇中 締 め　　　一般社団法人日本惣菜協会　副会長　　今里　有利

◇閉 会

（一社）日本惣菜協会 第44回 2022年度 定時総会



○特別功績者表彰　2 名

○永年勤続者表彰　89 名

○功績者表彰　28 名
平木　裕香 ㈱あおもりコープフーズ
堀川　白純 ㈱あおもりコープフーズ
太田　清志 ㈱今里食品
辻　　広嗣 ㈱今里食品
渡邊奈緒子 ㈱今里食品
柴田　　剛 ㈱魚宗フーズ
大塚　　恵 ㈱クリハラ
服部久美子 ㈱クリハラ
入濱　勇太 四国医療サービス㈱
倉持　裕樹 ㈱田中食品興業所
牟田　絵美 ㈱田中食品興業所
山口　文香 ㈱田中食品興業所
山本　知之 ㈱デリカスイト
間下　崇由 ㈱ノムラフーズ
高橋　美峰 ㈱ヒライ
平田　　明 ㈱ヒライ
福田　照美 ㈱ヒライ
加瀬　英寿 フレッシュ食品㈱
實川　美佳 フレッシュ食品㈱
岩田　聡里 松田食品工業㈱
吉平　加奈 松田食品工業㈱
荻野　賢人 ㈱マルハ物産
高橋　直矢 ㈱マルハ物産
小松　　彰 ㈱ヤマザキ
清水　重志 ㈱ヤマザキ
青木　大輔 わらべや日洋食品㈱
石倉　健司 わらべや日洋食品㈱
野口　栄一 わらべや日洋食品㈱

土橋　隆子 ㈱味の大和路
宝崎　徳子 ㈱味の大和路
伊敷　律子 沖食スイハン㈱
上原　和子 沖食スイハン㈱
上間トモ子 沖食スイハン㈱
重　　利奈 沖食スイハン㈱
平良美和子 沖食スイハン㈱
玉城　敏美 沖食スイハン㈱
比嘉　修司 沖食スイハン㈱
宮城ひとみ 沖食スイハン㈱
川口エリカ サトウ産業㈱
熊木登志子 サトウ産業㈱
小林　正人 サトウ産業㈱
佐藤　文子 サトウ産業㈱
佐藤　慶子 サトウ産業㈱
関　　桃代 サトウ産業㈱
高橋せつ子 サトウ産業㈱
田中　孝二 サトウ産業㈱
松井　和幸 サトウ産業㈱
森山　勝則 サトウ産業㈱
山下　紘平 四国医療サービス㈱
明山　義明 ㈱大つる
相崎　重代 ㈱デリカスイト
市川　佳昌 ㈱デリカスイト

澁谷　良昭 ㈱今里食品
星月　裕史 わらべや日洋食品㈱

伊藤　広明 ㈱デリカスイト
太田賀代子 ㈱デリカスイト
折戸　真弥 ㈱デリカスイト
木村　幸康 ㈱デリカスイト
栗田　好子 ㈱デリカスイト
児玉　　守 ㈱デリカスイト
小林　厚子 ㈱デリカスイト
小森美知代 ㈱デリカスイト
近藤　麗子 ㈱デリカスイト
佐々木康仁 ㈱デリカスイト
佐高　鈴子 ㈱デリカスイト
三宮　知子 ㈱デリカスイト
田中　芳子 ㈱デリカスイト
中木屋勝士 ㈱デリカスイト
畑山　　洋 ㈱デリカスイト
濱北　　学 ㈱デリカスイト
堀　　直子 ㈱デリカスイト
松山　佳樹 ㈱デリカスイト
水谷　文章 ㈱デリカスイト
南谷　具克 ㈱デリカスイト
箕浦英美幸 ㈱デリカスイト
村山　　修 ㈱デリカスイト
室田　剛司 ㈱デリカスイト
吉岡　敦志 ㈱デリカスイト
佐久間良久 デリシャス・クック㈱
柴　　久子 デリシャス・クック㈱
村山　　力 デリシャス・クック㈱
佐藤　　渉 ㈱ニッセーデリカ
中村　厚志 ㈱ニッセーデリカ
丸山　春光 ㈱ニッセーデリカ
森下　泰次 ㈱ノムラフーズ
内田　高枝 ㈱ヒライ
千原　裕子 ㈱ヒライ
足立美都子 ㈱フルックス
池田　喜子 ㈱フルックス
中原　孝子 ㈱フルックス
山田　勝之 ㈱フルックス
安食　孝昭 ㈱弁釜
五十嵐康夫 ㈱弁釜
苅部　晋司 ㈱弁釜
中山　暁寛 ㈱弁釜
市村　宗之 ㈱まつおか
鶴藤　　貴 ㈱まつおか
徳道　牧子 ㈱まつおか
林　　信行 ㈱まつおか
松居　英治 ㈱まつおか
石倉　雄次 松田食品工業㈱
櫻井　秀則 松田食品工業㈱
仮屋園　勇 マルイ食品㈱
木暮　　豊 マルコーフーズ㈱
坂爪　治夫 マルコーフーズ㈱
大日方敬子 ㈱みすずコーポレーション
高木　益子 ㈱みすずコーポレーション
太田香代子 ㈱ミノヤランチサービス
加藤　　稔 ㈱ミノヤランチサービス
田圓　明美 ㈱ミノヤランチサービス
平岩よし子 ㈱ミノヤランチサービス
水野　雅仁 ㈱ミノヤランチサービス
山内　亮子 ㈱ミノヤランチサービス
川村　友美 ヤマダイ食品㈱
小出なつみ ヤマダイ食品㈱
福田　陽介 ヤマダイ食品㈱
篠崎　広行 わらべや日洋食品㈱
長﨑　力也 わらべや日洋食品㈱
山村　雄太 わらべや日洋食品㈱

優良社員表彰者一覧



会　　員

福島 ㈱商工給食

高知 デリカサラダボーイ㈱

長崎 デリカフーズ長崎㈱

宮城 ㈱八葉水産

兵庫 日高食品工業㈱

大阪 ㈱邑来食品

賛助会員

東京 ㈱イノベント

大阪 奥野製薬工業㈱

愛知 清田産業㈱

東京 サンダイヤ㈱

東京 ジェーシーシーエンジニアリング㈱

東京 ㈱世田谷自然食品

東京 Sola ㈱

東京 東洋建設㈱

兵庫 大和製衡㈱

※企業名 50 音順

※ 2022 年 1 月 賀詞交歓会（新春ご挨拶の会）以降、5 月 10 日までのご入会企業

新入会員紹介



～ 協会からのご案内 ～

発刊18年目を迎える業界唯一の統計資料
『2022年版 惣菜白書』

中食・惣菜業界唯一の基礎データ集として、食品関連企業はもとより、
行政および大学・研究機関・マスコミなど業界内外が注目！

6 月上旬より販売予定
  ◆ 会員・惣菜管理士・学校関係者　　　　　　3,000 円（送料・税込）

  ◆ 一般企業・一般個人　　　　　　　　　　　5,000 円（送料・税込）

※会員・賛助会員企業様へは、各社１冊ずつお送り致します。

惣菜管理士「ロゴマーク」ができました
資格を取得された方の名刺にロゴマークを
記載できるように今後配布していきます

惣菜管理士事業は今年30周年を迎えました

2022 年度 10 月開講「惣菜管理士養成研修」の
受講申込は、8月1日～ 9月20日になります。

今年 8 月より、日本惣菜協会のシステムが新しくなります。
これに伴い、「惣菜管理士養成研修」の申込方法も変わります。
詳細は、後日お知らせ致します。

惣菜管理士ロゴマーク


