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２０１４年 ３月２８日 

                        一般社団法人新日本スーパーマーケット協会 

 

 

 

 

一般社団法人新日本スーパーマーケット協会（東京都千代田区、会長：横山 清）では、

理事３名からの辞任届が提出されたことに伴い、３月２７日に開催いたしました通常総会

にて、３名の理事を新たに選任致しましたのでお知らせいたします。任期は１年間です。

役員一覧は別紙のとおりとなります。 

つきましてはこの陣容を持ちまして、業界の発展に努力して参りますので、一層のご厚

誼とご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

＜新任＞ 

桐生 宇優 （北海道 北雄ラッキー株式会社 取締役専務執行役員） 

築嶋 俊之 （福岡  株式会社西鉄ストア  代表取締役社長） 

藤波 教信 （神奈川 小田急商事株式会社  取締役社長） 

 

＜辞任＞ 

 桐生 泰夫 （北海道 北雄ラッキー株式会社 代表取締役会長） 

 室園 正雄 （福岡  元 株式会社西鉄ストア 相談役） 

 雪竹 正英 （神奈川 小田急不動産株式会社 取締役社長） 

 

＜協会概要＞ 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 3-19-8 櫻井ビル 4F 

設立：昭和 33 年（昭和 38 年社団法人化、平成 22 年に社団法人日本セルフ・サービス協会より改称、 

   平成 24 年 1 月 4日より一般社団法人に移行） 

代表者：会長 横山 清（株式会社アークス 代表取締役社長） 

正会員数：約 360 社 会員規模：約 7,000 店舗 

事業内容：スーパーマーケットに関する調査研究及び広報活動、教育研修・資格検定の 

実施、出版物の発行、展示会の主催、ビジネスマッチング事業等                  

＜お問い合わせ先＞ 

一般社団法人新日本スーパーマーケット協会 総務担当 

TEL：03-3255-4825 FAX：03-3255-4826 http://www.super.or.jp/ 

 

新役員選任のご案内 
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一般社団法人新日本スーパーマーケット協会 役員一覧 

平成 26 年 3月 27 日現在

№ 役員 氏名 都道府県 企業名 備考
名誉会長 清水　信次 東京 株式会社ライフコーポレーション

顧問 行光　博志 兵庫 株式会社いかりスーパーマーケット

顧問 石戸　孝行 千葉 株式会社京北スーパー

1 会長 横山　清 北海道 株式会社ラルズ

2 副会長 増井  德太郎 東京 株式会社紀ノ国屋

3 専務理事 三浦　正樹 一般社団法人新日本スーパーマーケット協会

4 常任理事 青木　巌 静岡 株式会社あおき

5 常任理事 三科　雅嗣 山梨 株式会社いちやまマート

6 常任理事 石田　茂之 愛知 株式会社コノミヤ東海事業本部

7 常任理事 中村　洋子 神奈川 株式会社スズキヤ

8 常任理事 千野　和利 兵庫 株式会社阪食

9 常任理事 遠藤　須美夫 岩手 株式会社ベルプラス

10 常任理事 太田　順康 東京 北辰商事株式会社

11 常任理事 安島　浩　 福島 株式会社マルト商事

12 理事 原　和彦 新潟 株式会社原信

13 理事 阿出川　光俊 東京 株式会社アデガワ

14 理事 藤波 教信 神奈川 小田急商事株式会社 新任

15 理事 清水　明 三重 株式会社ぎゅーとら

16 理事 堀　昭一 鹿児島 株式会社クッキー

17 理事 髙田　和生 東京 株式会社京成ストア

18 理事 堀内　謙介 東京 株式会社三德

19 理事 鈴木　秀夫 東京 株式会社サンベルクス

20 理事 小苅米  秀樹 岩手 株式会社ジョイス

21 理事 長崎　清正 広島 株式会社スパーク

22 理事 掛川　興太郎 長野 株式会社ツルヤ

23 理事 浅田　克己 東京 日本生活協同組合連合会

24 理事 加治　敬通 福岡 株式会社ハローデイ

25 理事 廣岡　聖司 和歌山 株式会社廣岡

26 理事 大平　康清 岐阜 株式会社フードセンター富田屋

27 理事 菊池　淳司 神奈川 富士シティオ株式会社

28 理事 植木　敏夫 群馬 株式会社フレッセイ

29 理事 桐生　宇優 北海道 北雄ラッキー株式会社 新任

30 理事 松田　欣也 岡山 株式会社マルイ

31 理事 飯塚　正彦 東京 丸正チェーン商事株式会社

32 理事 加藤　徹 大阪 株式会社万代

33 理事 内田　貴之 東京 株式会社三越伊勢丹フードサービス

34 理事 築嶋　俊之 福岡 株式会社西鉄ストア 新任

35 理事 片柳　伸一 栃木 株式会社八百半フードセンター

36 理事 根石　義一 広島 株式会社ユアーズ

37 理事 伊藤　彰浩 愛知 株式会社ワイストア

監事 大野　和夫 神奈川 株式会社大寿　ＯＯＮＯＹＡ

監事 永島　公孝 東京 永島会計事務所
 

※役員は専務理事を除き非常勤です。 

 


