
北海道ブロック

北海道冷蔵倉庫協会 〒060-0003 北海道札幌市中央区北３条西２丁目８番地　さっけんビル

会長 千葉　鴻夫 事務局長 髙野　林蔵 Tel:011-231-1581 Fax:011-251-1818

東北ブロック

東北冷蔵事業協議会 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町１－２－２３

会長 大塚　敏夫 事務局長 菅野　有一 Tel:022-222-7275 Fax:022-262-0757

青森県冷凍業協同組合 〒030-0812 青森県青森市堤町１－３－１０

理事長 石川　栄一 事務局長 会津　幸雄 Tel:017-776-2613 Fax:017-776-2649

八戸冷凍事業協会 〒031-0841 青森県八戸市大字鮫町字日ノ出町４番地　八戸市第一魚市場内

会長 川村　嘉朗 事務局長 花生　幸男 Tel:0178-33-6141 Fax:0178-33-6148

岩手県冷蔵倉庫協会 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸１６－１　岩手県水産会館５Ｆ

会長 大井　誠治 事務局長 大渡　文人 Tel:019-625-2083 Fax:019-625-2083

宮城県冷蔵倉庫協会 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町１－２－２３

会長 大塚　敏夫 事務局長 菅野　有一 Tel:022-222-7275 Fax:022-262-0757

秋田県冷蔵協会 〒011-0945 秋田県秋田市土崎港西１－６－２１　㈱秋田丸栄内

会長 事務局長 成田　泰高 Tel:018-845-1108 Fax:018-846-6687

山形県冷凍協会 〒994-0057 山形県天童市石鳥居２－２－７０　㈱山形丸魚内

会長 三村　一郎 事務局長 齋藤　儀一 Tel:023-658-3330 Fax:023-658-3340

福島県冷蔵倉庫協会 〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田太郎殿前２－６　郡山冷蔵製氷㈱内

会長 安藤　昇 事務局長 嶋　勇吉 Tel:024-944-1655 Fax:024-944-1475

関東ブロック

関東冷蔵倉庫協議会 〒104-0055 東京都中央区豊海町４－１８　東京水産ビル５Ｆ

会長 織茂　裕 事務局長 武智　滋 Tel:03-3536-1480 Fax:03-3536-1481

茨城県冷蔵倉庫協会 〒310-0015 茨城県水戸市宮町２－８－９

会長 鴨川　安男 事務局長 阿部　勝雄 Tel:029-221-2835 Fax:029-228-1301

栃木県冷蔵倉庫協会 〒321-0934 栃木県宇都宮市簗瀬３－２２－２６　宇都宮製氷冷蔵㈱内

会長 中村　吉辰 事務局長 羽田　裕 Tel:028-637-3141 Fax:028-637-4404

群馬県冷蔵倉庫協会 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美２７６１－１　桐生冷蔵㈱内

会長 関根　隆博 Tel:0277-76-4255 Fax:0277-76-4978

埼玉県冷蔵倉庫協会 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－４－９　太陽生命ビル

会長 佐野　育 事務局長 林　増一 Tel:048-833-1870 Fax:048-831-4124

千葉県冷蔵倉庫協会 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港３１　

会長 芳村　暢夫 事務局長 山本　格 Tel:043-204-7706 Fax:043-204-7822

東京冷蔵倉庫協会 〒104-0055 東京都中央区豊海町４－１８　東京水産ビル５Ｆ

会長 織茂　裕 事務局長 武智　滋 Tel:03-3536-1480 Fax:03-3536-1481

神奈川県冷蔵倉庫協会 〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通２－２４　神奈川倉庫会館３Ｆ

会長 大石　竜司 事務局長 藤本　克己 Tel:045-662-8490 Fax:045-662-9733

山梨県冷蔵倉庫協会 〒400-0043 山梨県甲府市国母６－５－１　甲府市場冷蔵㈱内

会長 上野　和彦 Tel:055-228-1245 Fax:055-228-1247

長野県冷蔵倉庫協会 〒381-2221 長野県長野市川中島町御厨３９　㈱丸水長野県水　川中島冷蔵庫内

会長 桑原　茂実 事務局長 寺沢　道明 Tel:026-284-4254 Fax:026-284-4845

新潟県冷蔵倉庫協会 〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代２－４－１５　新潟県冷凍会館内

会長 坪川　篤 事務局長 加藤　博司 Tel:025-246-2025 Fax:025-243-3808

北陸ブロック

北陸冷蔵倉庫協議会 〒924-0017 石川県白山市宮永町２８４８番地　若松梱包運輸倉庫㈱内

会長 若松　明夫 事務局長 長　和夫 Tel:076-275-0915 Fax:076-275-0916

富山県冷蔵倉庫協会 〒930-0177 富山県富山市西二俣９１－１　高岡冷蔵㈱富山工場内

会長 徳丸　一郎 事務局長 荻布　宗一 Tel:076-434-2511 Fax:076-436-1508

石川県冷蔵倉庫協会 〒924-0017 石川県白山市宮永町２８４８番地　若松梱包運輸倉庫㈱内

会長 若松　明夫 事務局長 長　和夫 Tel:076-275-0915 Fax:076-275-0916

福井県冷蔵倉庫協会 〒910-0023 福井県福井市順化２－１－１　益茂第一ビル

会長 正藤　喜久雄 事務局 小林　みゆき Tel:0776-22-4117 Fax:0776-22-4117

東海ブロック

東海冷蔵倉庫協議会 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－３１－２１　伊東屋ビル６Ｆ

会長 福山　衛 事務局長 吉永　信一 Tel:052-241-7590 Fax:052-251-4238

岐阜県冷蔵倉庫協会 〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南１－１１－１２　水産会館内

会長 高見　勉 事務局長 山本　壽一 Tel:058-272-0265 Fax:058-272-6352

静岡県冷蔵倉庫協会 〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町１０－６　富士岡第一ビル２Ｆ

会長 松村　勲 事務局長 竹本　幸男 Tel:054-260-4161 Fax:054-260-4162

愛知県冷蔵倉庫協会 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－３１－２１　伊東屋ビル６Ｆ

会長 福山　衛 事務局長 吉永　信一 Tel:052-241-7590 Fax:052-251-4238

三重県冷蔵倉庫協会 〒514-0006 三重県津市広明町３２３－１　水産会館１Ｆ

会長 平野　理 事務局長 油利木　一三 Tel:059-228-2284 Fax:059-225-9183



近畿ブロック

近畿冷蔵倉庫協議会 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町３－３－１５　ニュー備後町ビル４Ｆ

会長 西願　廣行 事務局長 遠藤　嘉彦 Tel:06-6210-3334 Fax:06-6210-3315

京滋冷蔵倉庫協会 〒600-8882 京都府京都市下京区西七条比輪田町１０　㈱ﾆﾁﾚｲ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ関西 西大路DC内４Ｆ

会長 平井　勉 事務局長 阪本　信裕 Tel:075-321-6191 Fax:075-321-6191

大阪府冷蔵倉庫協会 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町３－３－１５　ニュー備後町ビル４Ｆ

会長 西願　廣行 事務局長 遠藤　嘉彦 Tel:06-6210-3334 Fax:06-6210-3315

兵庫県冷蔵倉庫協会 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通３－６－７　大栄ビル５Ｆ

会長 中川　亨 事務局長 藤原　克彦 Tel:078-333-0204 Fax:078-333-0205

和歌山県冷蔵倉庫協会 〒640-8392 和歌山県和歌山市中之島９２７　和歌山冷凍㈱内

会長 川野　隆司 Tel:073-422-0712 Fax:073-422-1148

中国ブロック

中国冷蔵倉庫協議会 〒733-0832 広島県広島市西区草津港１－７－２　田中倉庫運輸㈱内３Ｆ

会長 田中　一範 事務局長 山田　徹雄 Tel:082-942-1115 Fax:082-942-1116

鳥取県冷蔵倉庫協会

会長 篠田　哲也

島根県冷蔵倉庫協会

会長 小林　和夫

岡山県冷蔵倉庫協会 〒700-0941 岡山県岡山市北区青江１－７－６　岡山中央冷蔵㈱本社内２Ｆ

会長 姫井　善果 事務局長 馬場　敏樹 Tel:086-234-4811 Fax:086-234-4812

広島県冷蔵倉庫協会 〒733-0832 広島県広島市西区草津港１－７－２　田中倉庫運輸㈱内３Ｆ

会長 田中　一範 事務局長 山田　徹雄 Tel:082-942-1115 Fax:082-942-1116

山口県冷蔵倉庫協会 〒750-0017 山口県下関市細江新町３－２０　㈱ﾆﾁﾚｲ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ九州 下関埠頭DC内２Ｆ

会長 森藤　武文 事務局 北島　ヨシエ Tel:083-242-0888 Fax:083-242-0889

四国ブロック

四国冷蔵倉庫協会 〒761-8031 香川県高松市郷東町７９６番地　㈱ﾆﾁﾚｲ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ四国　高松西DC内

会長 神野　洋一 事務局長 高畑　良平 Tel:087-882-8811 Fax:087-882-9124

徳島県冷凍事業協会 〒770-0873 徳島県徳島市東沖洲２－６６　㈱ﾆﾁﾚｲ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ四国　徳島ﾏﾘﾝﾋﾟｱDC内

会長 長江　薫 事務局長 逢坂　樹良志 Tel:088-636-0170 Fax:088-636-0168

香川県冷凍事業協会 〒761-8031 香川県高松市郷東町７９６番地　㈱ﾆﾁﾚｲ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ四国　高松西DC内

会長 藤村　昭夫 事務局長 高畑　良平 Tel:087-882-8811 Fax:087-882-9124

愛媛県冷凍協会 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町４－５－４　松山千舟４５４ビル５Ｆ

会長 神野　洋一 事務局長 新　次美 Tel:089-941-7021 Fax:089-941-7023

高知県冷凍事業協会 〒780-0811 高知県高知市弘化台１－１５　大東冷蔵㈱内

会長 宮田　尚 事務局長 矢野　賢了 Tel:090-7574-6662 Fax:088-883-1529

九州ブロック

九州冷蔵倉庫協議会 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉２－１６－１　メゾン住吉２Ｆ

会長 髙松　浩司 事務局長 徳永　修一郎 Tel:092-281-0931 Fax:092-281-5044

福岡県冷蔵倉庫協会 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉２－１６－１　メゾン住吉２Ｆ

会長 河合　弘吉 事務局長 徳永　修一郎 Tel:092-281-0931 Fax:092-281-5044

(一社)佐賀県冷蔵倉庫協会 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央１－１－１０　第２内田ビル

会長 勝屋　弘貞 専務理事 外山　和明 Tel:0952-23-5046 Fax:0952-23-5062

長崎県冷蔵倉庫協会 〒851-2211 長崎県長崎市京泊３－３－１　関連棟Ｂ－１

会長 阿部　浩明 事務局長 今村　隆一 Tel:095-850-8501 Fax:095-850-8526

熊本県冷蔵倉庫協会 〒861-4212 熊本県熊本市南区城南町築地６２４－１９　日豊食品工業㈱城南事業所内

会長 須々木　泰隆 事務局長 高木　新二 Tel:0964-28-6002 Fax:0964-28-6002

大分県冷蔵倉庫協会

会長 奥村　元一

宮崎県冷蔵倉庫協会

会長 岸上　照夫

鹿児島県冷蔵倉庫協会 〒892-0823 鹿児島県鹿児島市住吉町７－９　鹿児島船用品ビル３Ｆ

会長 川添　保美 事務局長 松山　孝夫 Tel:099-222-7069 Fax:099-227-2629

沖縄県冷蔵倉庫協会 〒900-0001 沖縄県那覇市港町３－７－３５　㈱りゅうせき低温流通内

会長 新里　孝 事務局長 宮城　克典 Tel:098-862-2549 Fax:098-862-2939

（広島県冷蔵倉庫協会へ事務委託）

（広島県冷蔵倉庫協会へ事務委託）

（福岡県冷蔵倉庫協会へ事務委託）

（福岡県冷蔵倉庫協会へ事務委託）


