
  日本小売業協会役員名簿

                                                令和 年 月 日現在 敬称略 順不同 

会長 野本 弘文 東急株式会社 代表取締役会長

副会長 粟野 光章
公益社団法人日本通信販売協会
株式会社髙島屋

会長
顧問

副会長 井阪 隆一 株式会社               代表取締役社長

副会長 泉田 幸雄
 一社 日本          協会
               

会長
顧問

副会長 大西 賢治
協同組合連合会日本専門店会連盟
株式会社大西屋

理事長
代表取締役社長

副会長 川野 幸夫
 一社 日本         協会
株式会社    

会長
代表取締役会長

副会長 近藤 正樹
 一社 日本       協会
日本           株式会社

会長
顧問

副会長 三枝 富博
日本       協会
株式会社      堂

会長
取締役会長

副会長 清野 智
 一社 日本          協会
東日本旅客鉄道株式会社

会長
顧問

副会長 髙野 吉太郎
 一社 日本専門店協会
株式会社新宿高野

会長
代表取締役社長

副会長 増井 德太郎
 一社 全国         協会
株式会社紀 國屋

副会長
      

副会長 増本 岳
 一社 日本           協会
株式会社            

会長
代表取締役社長

副会長 村田 善郎
 一社 日本百貨店協会
株式会社髙島屋

会長
代表取締役社長

監事 大島 博 株式会社千疋屋総本店 代表取締役社長

監事 國分 勘兵衛 国分    本社株式会社 代表取締役会長兼   

監事 細田 眞 株式会社榮太樓總本鋪 代表取締役社長

専務理事 赤木 剛 日本小売業協会

常任理事 青井  浩 株式会社丸井    代表取締役社長

常任理事 秋田 正紀 株式会社松屋 代表取締役社長執行役員

常任理事 新井 良亮 株式会社   顧問

常任理事 荒木 直也 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役会長

常任理事 石川 仁志 株式会社名鉄百貨店 代表取締役社長

常任理事 大石 次則 株式会社東急百貨店 代表取締役社長執行役員

常任理事 大堀 左千夫 株式会社東急   代表取締役社長 社長執行役員

常任理事 岡田 元也    株式会社 取締役兼代表執行役会長

 



常任理事 影山 英雄 株式会社井筒屋 代表取締役社長

常任理事 京谷 裕 三菱食品株式会社 代表取締役社長執行役員

常任理事 久貝 卓 日本商工会議所 常務理事

常任理事 國津 則彦 株式会社東武百貨店 代表取締役   兼社長

常任理事 小林 治彦 東京商工会議所 常務理事

常任理事 鈴木 弘治 株式会社髙島屋 代表取締役会長

常任理事 髙松 啓二 株式会社近鉄百貨店 代表取締役取締役会長

常任理事 永松 文彦 株式会社             代表取締役社長

常任理事 中島 良和 株式会社小田急百貨店 代表取締役社長

常任理事 藤﨑  三郎助 株式会社藤崎 代表取締役社長

常任理事 細谷 敏幸 株式会社三越伊勢丹        取締役代表執行役社長   

常任理事 保元 道宣 株式会社             代表取締役社長

常任理事 山本 慎一郎 株式会社   代表取締役社長

常任理事 好本 達也             株式会社 取締役兼代表執行役社長

理事 雨宮 隆一 株式会社           代表取締役社長執行役員

理事 飯田 武男 株式会社       代表取締役社長

理事 石井 俊太郎 株式会社和光 代表取締役社長

理事 岩崎 高治 株式会社           代表取締役社長執行役員

理事 植野 実智成 広島商工会議所 専務理事

理事 内田 吉彦 名古屋商工会議所 専務理事

理事 大下  龍介 株式会社福屋 代表取締役会長

理事 神谷 勉 株式会社丸広百貨店 代表取締役会長

理事 菊池  淳司 富士    株式会社 代表取締役会長

理事 楠山 泰司 神戸商工会議所 専務理事

理事 兒島 宏尚 京都商工会議所 専務理事

理事 小林 寛久    株式会社 取締役常務執行役員営業本部長

理事 小原 琢哉 日本   株式会社 代表取締役社長

理事 今野 薫 仙台商工会議所 専務理事

 



理事 桜井 悟 株式会社   代表取締役社長

理事 三瓶 清美 川崎商工会議所 専務理事

理事 澤田 太郎 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役社長

理事 島田 裕之 株式会社中村屋 代表取締役兼社長執行役員

理事 早福 弘 新潟商工会議所 専務理事

理事 田中丸  善保 株式会社佐世保玉屋 代表取締役会長

理事 似鳥 昭雄 株式会社           代表取締役会長兼   

理事 廣田 恭一 札幌商工会議所 専務理事

理事 藤本 明裕       株式会社 代表取締役社長

理事 藤原 祐介 株式会社     代表取締役社長

理事 細見 研介 株式会社        代表取締役社長

理事 堀内 謙介 株式会社三德 代表取締役社長

理事 本庄 八郎 株式会社伊藤園 代表取締役会長

理事 松本 恭子 福岡商工会議所 専務理事

理事 宮城 勉 大阪商工会議所 専務理事

理事 森  健二 横浜商工会議所 専務理事

理事 八木橋 宏貴 株式会社八木橋 代表取締役社長

理事 鈴木 秀昭 日本小売業協会 事務局長

評議員 有森 鉄治 株式会社東京流通    代表取締役社長

評議員 倉本 真祐 東神開発株式会社 代表取締役社長

評議員 桑原 常泰 株式会社東急       相談役

評議員 小林 正兒 株式会社永坂更科布屋太兵衛 代表取締役

評議員 柴田 祐司    九州株式会社 代表取締役社長

評議員 中野 祥三郎       株式会社 代表取締役社長   

評議員 松﨑 宗平 株式会社松崎商店 代表取締役社長

顧問 小林 健 日本商工会議所 東京商工会議所 会頭

顧問 鳥井 信吾 大阪商工会議所 会頭

顧問 嶋尾 正 名古屋商工会議所 会頭

 



顧問 上野 孝 横浜商工会議所 会頭

顧問 塚本 能交 京都商工会議所 会頭

顧問 川崎 博也 神戸商工会議所 会頭

顧問 石田 徹 日本商工会議所 東京商工会議所 専務理事

顧問 森  義久 全国商工会連合会 会長

顧問 岡田 卓也    株式会社 名誉会長相談役

顧問 中村 胤夫 日本小売業協会 元会長

顧問 土方 清 日本小売業協会 元会長

参与 石井 滋  一社 日本       協会 常務理事

参与 江口 法生  一社 日本         協会 専務理事

参与 苧野 恭成 全国商工会連合会 事務局長

参与 大日方 良光  一社 日本           協会 専務理事

参与 笹井 清範 協同組合連合会日本専門店会連盟 理事 事務局長

参与 椿  浩  一社 日本          協会 専務理事

参与 中津 伸一  一社 日本          協会 常務理事 事務局長

参与 牧野 剛 日本       協会 専務理事

参与 万場 徹 公益社団法人日本通信販売協会 専務理事

参与 三浦 正樹  一社 全国         協会 専務理事

参与 元松 明彦  一社 日本専門店協会 専務理事

参与 安田 洋子  一社 日本百貨店協会 専務理事

参与 馬渕 逸明 日本小売業協会 元専務理事

参与 鶴薗 洋 日本小売業協会 元専務理事

参与 下島 松雄 日本小売業協会 元専務理事

参与 広瀬 一郎 日本小売業協会 元専務理事

参与 茂木 洋 日本小売業協会 元専務理事

参与 高野 秀夫 日本小売業協会 前専務理事

 


