
新潟市食文化創造都市推進会議　会員一覧 平成30年6月6日現在

No. 名前 代表者氏名 主な事業内容

1 株式会社　第一印刷所 堀　一 印刷・出版業

2 クラブ・デ・シェルシェ 安川　隆 フランス料理研究会

3 新潟商工会議所 福田　勝之 経済団体

4 株式会社　ジェイアール東日本企画　新潟支店 佐藤　正樹 広告・イベント業

5 株式会社　ニール 中澤　真理子 印刷・出版・イベント業

6 株式会社　行形亭 行形　和滋 日本料理業

7 有限会社　錦屋酒店 中澤　昇 酒類販売・イベント運営

8 株式会社　ぐるなび 久保　征一郎 情報サイト

9 新潟市漆器同業組合 佐藤　圭輔 製造・販売

10 亀田郷土地改良区 齋藤　博文 農業農村整備事業

11 彩食や　鈴木弘幸 鈴木　弘幸 製造・販売

12 万代にぎわい創造株式会社 本間　龍夫 運営管理

13 株式会社　トプカピ 庭山　仁美 美容

14 亀田商工会議所 五十嵐　豊 経済団体

15 新潟薬科大学 寺田　弘 大学

16 新潟市調理師会 杉崎　信良 調理師団体

17 特定非営利活動法人　新潟まちづくり研究会 與田　一憲 NPO法人　まちづくり研究・企画提案

18 新潟清酒おむすび製造所 田中　洋介 酒造

19 株式会社けんと放送 逸見　覚 放送・企画・広告など

20 株式会社丸伊 横山　範夫 飲食店

21 新潟市立宮浦中学校観光ボランティアガイド推進協議会 坂井　正樹 教育

22 にいがた　日本料理勉強会　ゆきひらの会 荒木　善行 日本料理勉強会

23 にいがた和の酒の会 高村　秀夫 日本酒イベント

24 新潟日報社 小田　敏三 印刷・出版業

25 新潟美人実行委員会 栗山　靖子 企画・発信

26 島津印刷株式会社　新潟事業部 島津　延明 印刷・広告等

27 古町花街ぶらり酒実行委員会 佐藤　和彦 飲食店，実行委員会

28 遠藤　智弥  企画・営業等

29 伊藤　明世  企画・販売

30 木村　正晃 料理研究家

31 株式会社にいがた三昧 五十嵐　敦 Webサイトの企画・制作・運営

32 株式会社エフエムラジオ新潟 中野　幹 新潟県を放送区民とする超短波（FM）放送

33 新潟和学 宇田　秀昭 新潟の衣食住に触れ、嗜む、大人の学びと遊びのための講座

34 山岸　拓真 農家レストランプロデュース　農産物直売所コンサルタント

35 大越農園 大越　正章 農産物の生産、販売。農作業委託。農産物の委託販売等

36 ALSOK　新潟総合警備保障株式会社 廣田　幹人 警備系

37 松浦国際特許事務所 松浦　康次 弁理士業・商標特許出願・特許出願代理　ほか

38 新潟芽生会 秋山　武志 日本料理の伝統文化を高揚発展や新潟の料理向上の集い

39 堀敬商事株式会社 掘　敬介 米穀類小売卸販売業　貿易業　EC事業　ほか

40 株式会社　堀商店 掘　敬介 米穀類小売卸業　倉庫業　ホテル旅館業　飲食業

41 竹徳かまぼこ株式会社 竹中　広樹 水産練り製品の製造販売、地場産素材を利用した蒲鉾造り

42 有限会社　ナマラエンターテイメント 江口　歩 お笑いプロダクション

43 株式会社　善丸コーポレーション 武江 善幸 飲食業

44 株式会社越後伝衛門 白根　孝一 清酒製造・販売

45 手塚　貴子 稲花-ineca-食べる通信from新潟　編集長

46 有限会社　港寿司本店（店名　港すし） 川上　伸一 飲食店業務（地物を中心にした、すし・和食の提供）

47 今代司酒造株式会社 田中　洋介 清酒製造・販売

48 DESIGN　DESIGN 白井　剛暁 デザイン（ブランディング、広告、グラフィック）

49 味方　百合子 日本野菜ソムリエ協会認定料理教室「キッチン・トーク」主宰　ほか

50 ほっこり居酒屋　瓢膳 長谷川　太一 飲食業
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51 宮田　千奈美

52 特定非営利活動法人　いわむろや 岡崎　昭 観光施設運営（指定管理者）、地域活性イベントの企画実施　ほか

53 有限会社　エーエフカガヤキ 立川　幸一 農産物の生産・販売　ほか

54 株式会社　ユニークワン 立川　和行 地域情報サイトの運営・制作（にいがた通信、新潟サッカー通信）ほか

55 新潟清酒達人検定　金の達人有志の会 渡辺　英雄 日本酒に関する知識の向上、新潟清酒の普及　ほか

56 古町花街千社札めぐり実行委員会 小黒　丈司 古町花街千社札めぐりの運営

57 山崎　真太朗 新潟大学 経済学部 長谷川ゼミ

58 愛宕商事　株式会社 髙橋　秀之 生命保険・損害保険代理店業務、施設・設備管理　ほか

59 株式会社　二ューズ・ライン 若林　修一 雑誌・単行本の企画・編集・制作・出版、コンビニ等各社タイアップによる商品開発　ほか

60 新潟農商工連携協議会 伊藤　竜也 連携や共働を通して会員の情報の共有および売上・利益の拡大を目指す

61 株式会社　クオリス 田中　健一 飲食店経営

62 タン専門店　天乃道 坂田　祐介 飲食業

63 有限会社　プラシカ 横山　絵理 KALDI COFFEE FARM を運営する株式会社キャメル珈琲のアドバイザー

64 ホテル日航新潟 小野　丘 サービス業（ホテル業）

65 久保田　健司 ピザ屋

66 株式会社 CommPlusBiz 金　國哲 ITソリューション

67 大川　聡

68 大川　勇

69 大川　早苗

70 大川　益栄

71 清野　伸一

72 アップルビッグリバー 大川　聡 環境・衛生・食生活の改善運動等

73 岩室温泉観光協会 岡崎　昭 観光客の誘致、観光宣伝の充実、観光資源の開発整備

74 株式会社　U・STYLE 松浦　和美 企画・広告・デザイン等

75 株式会社　ネクスティ 江口　晃 食品の販売・輸出入

76 株式会社　まつえんどん 三輪　弘和 .米穀類の販売、弁当・惣菜調理食品の製造・販売及び仕出し業

77 長橋　卓史 日本酒・ビールイベント、食育推進活動

78 株式会社　自然の里・かくだ山 渡辺　一男 農産物生産・加工・販売、農地の受委託・管理

79 渡辺　平生 カラオケ司会

80 株式会社　NKB　新潟支社 外谷　敬之 交通広告をはじめとする広告代理店業務・商業施設の設計、施工、管理・情報サービス

81 株式会社　セオリー 原　誠志 飲食店経営、物産展運営、ECサイト運営、宿泊施設運営

82 株式会社　アイ・シー・オー 糸満　盛人 広告代理店

83 株式会社　江口屋 本間　健夫 ビニールハウス設計施工、農業資材・包装資材・日用雑貨卸

84 株式会社　日本レストランエンタプライズ　新潟列車営業支店岡村　修 上越新幹線・在来線特急・イベント列車の車内販売及び新潟駅校内での駅弁販売等

85 ホテル　イタリア軒 岡田　茂久 ホテル業・飲食店経営

86 すずまさ農園 堀　将大 野菜栽培

87 やおやさん よさ君 高橋　與四一 コシヒカリ、各種野菜の販売

88 NIIGATA酒縁プロジェクト実行委員会 近藤　希以子 イベント企画

89 新潟懸信用組合本店営業部 滝沢　晶 金融機関

90 フィニッシングスクール　WILL HOUSE 倉　道代 フィニッシング（マナー、和文化、パーソナルカラー、話し方など）　ほか

91 クッキングライフnukunuku 渡辺　まゆみ 料理教室スタジオ運営

92 北村食品　株式会社  北村　幸輝 水産加工品を中心とする食品の卸、食品の製造

93 有限会社　ナカセン 竹谷　知江子 販売促進コンサルティング業、セミナー業、広告デザイン、商業デザイン、物販

94 百織 為我井　大介 居酒屋

95 新潟大学日本酒サークル雪見酒 松岡　慶都 日本酒の試飲会、セミナー、イベント開催

96 CHINO・KIKAKU 知野孝子 知野　孝子 まちづくりコーディネート、店舗デザインコーディネート、飲食店プロデュース

97 モモデザイン室　はっぴいママ食育部 早見　真由美 デザイナー

98 Niigata SAKE Lovers（にいがた醸造サミット実行委員会） デュケット智美 日本酒文化国際交流プロジェクト

99 （株）ホテルオークラ新潟 後藤　克洋 ホテル業

100 渡邊　礼子 ヨガ教室、料理教室、ビーチグリーン、川の清掃等
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101 新潟農業・バイオ専門学校 新美　芳二 専門学校

102 一般社団法人　新潟自然栽培研究会 阿部　貴美 木村秋則氏による自然栽培方法の研究と実践　ほか

103 株式会社　シルバーホテル 河村　多克 宿泊・飲食業

104 (有)関食 関川　康男 業務用食品製造、オリジナルPB食品製造

105 新潟文化村（天地豊作） 関　恵一 飲食サービス業

106 (株)花結（高志の宿 髙島屋） 古田　秀衛 旅館業・レストラン業

107 (株)たへじ 大江　静雄 海鮮居酒屋たへじ

108 (株)小三 小山　雅幸 日本料理小三

109 (株)鳥梅 本田　直隆 食肉および加工品販売、冷凍食肉、加工品加工および販売、惣菜類の製造販売、食料品販売、割烹、飲食店の経営

110 有限会社　はりま屋 佐藤　和彦 飲食業

111 東京海上日動火災保険株式会社　新潟支店 原田　清 損害保険業

112 Info.Medica合同会社 田邊　靖貴 医療情報サービスの提供、医療・健康コンサルタント業、医療・健康関連商品サービスの企画販売

113 秋葉食研  西片　五郎 西片　五郎 梅および梅スイーツ（梅うどん）と柿チップス、柿の加工品を販売、家電販売・修理

114 足立　俊徳 キャリアコンサルタント

115 松本　秀雄 新潟南フランス料理研究家・ＨＡＣＣＰコンサルティングリーダー・新潟市食育マスター

116 高橋　徹 農業

117 新潟日報カルチャースクールメディアシップ教室 松田　暢夫 食文化・料理を含むカルチャー事業

118 (株) JIMMY FOOD 新潟 八木　範之 農業の経営・農産物生産、加工、販売・農作業代行等

119 NPO ビクトリーラン 近藤　希以子
中高年のマンパワーを活かした社会貢献活動
・中高年が抱える様々な問題解決の為の支援生きがい創出事業（大人の遊び場）

120 有限会社ビジョン・クエスト 宮本　裕将 薬用作物栽培・農産物生産加工・錦鯉養殖・ローズガーデン等庭園運営

121 株式会社　TOKI PRO 稲石　哲也 テレビ、ラジオ等でのナレーション、PV出演、アナウンス業務、イベント司会、制作、話し方研修、講習、
アナウンサー育成指導

122 長島　邦英 将来観光事業で起業を希望。現在は会社員（？）すずまさ農園さんの紹介

123 BANDAI GRAND MARCHE 実行委員会 佐藤　雄一郎 国家戦略特区事業BANDAI GRAND MARCHÉの企画・運営・広報

124 亀田農業者会議 新保　孝修 亀田地区農業者の集まり、米、なし、梅、大豆など栽培。農産品PR,

125 株式会社コンポーズ 竹谷　守弘 広告制作業。製造業。流通業の商品・サービス販促のための企画書制作、コピーライティング、
ディレクション自治体の各種聞か気宇、食の6次化のための企画実施。

126 株式会社　Y&S 水津　康宏 新潟の海鮮食材を中心とした料理をリーズナブルに提供するアッパータイプの居酒屋

127 株式会社　田舎家 水津　康宏 登録商標「わっぱ飯」をはじめとする、地産地消のスタイルで郷土料理を提供する日本料理店

128 株式会社　l’escargot 阿部　宗記 ワイン製造・販売、園芸用品販売

129 とみやま農園 富山　喜幸 米、ぶどう、プラム、生産販売

130 株式会社　KOU 髙橋　雄一 飲食店

131 一般社団法人　新潟青年会議所 江部　洋人 地域活性化に向けた施策の検討、実施など　

132 一般社団法人　ピースキッチン新潟 横山　裕
・食の国際関係地づくりを通した食文化の創造と発信
・食文化を基盤とした交流と交易による地域磨き、地域活力の創造

133 丸七商事株式会社 澤田　昌巳 卸売業・通信販売

134 あい＆あいブライダルプロデュース 小林　和信 結婚式場、披露宴会場、衣装、司会、写真、美容着付け、演出の紹介手配。和装レンタル。結婚相談所

135 中野　清美
100年後の子供たちに伝えたい命を育む食育をコンセプトに料理教室および食の講座を開催。
食・心・身体・命を育むハート育プロジェクト主宰

136 公益財団法人新潟市芸術文化財団　アーツカウンシル新潟杉浦　幹男 市民の文化芸術活動の相談・支援事業。事業の主催・共催。「にいがた食文化協議会」設立準備中

137 WAVE CREATION 株式会社 遠藤　洋次郎 ラジオDJ、フリーアナウンサー、司会、ナレーター、農業

138 BSN　新潟放送   (株式会社　新潟放送） 佐藤　隆夫
基幹放送事業および一般放送事業（テレビ・ラジオ）番組企画、制作、販売。
美術、音楽、スポーツ、映画、演劇、芸能、科学等各種催事に企画、制作、販売、興行。出版他

139 平田　英治 デザイン、レーベル、イベント、プロモーション、エージェント　MUSIC DROP

140 おいしいNIIGATA事業創造組合 船久保　栄彦 農家18軒が加入共同受注、共同販売、共同営業、農業体験受け入れ

141 船久保　栄彦
ふなくぼ農園にて水稲、野菜の栽培と販売。平飼い養鶏のいよる卵の販売。
おいしいNIIGATA事業創造組合理事長

142 自然栽培新潟研究会 宮尾　浩史
環境保全型農業の勉強会開催。環境保全型農業（無施肥無農薬栽培）の農作物の情報提供。
生産者田畑の見学会、オーガニックマルシェの開催。

143 星野　株式会社 星野　智洋 製造業（果実袋・農業資材・包装資材・花屋向け資材）

144 合同会社OBI 本間　智美 新潟市南区のまちづくり、着地型観光開発、地域プロデュース

145 特定非営利活動法人　みなみらいプロジェクト 中村　宏太 新潟市南区のまちづくり、着地型観光開発、地域プロデュース

146 小野　正 西堀おこし　地域プラットホーム、新潟を元気にするイベントや事業を同時多発的に仕掛ける

147 株式会社　リトルライトストア 豊島　淳子 ・飲食店・小売店事業、移動式ブックバー　事業、企画、コンサルタント事業

148 株式会社トライウェイ 木村　直人 貿易業、旅行サービス手配業

149 本間　剛朗 任意団体「西堀おこし」をとおして新潟が抱える問題に取り組む人材を育てるイベントの開催

150 丸栄製粉株式会社 佐藤　久栄 小麦粉およぶび乾麺の製造・販売
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151 ANAクラウンプラザホテル新潟 下山　徹哉 ホテル事業に関する経営

152 株式会社　欧州ぶどう栽培研究所 今井　卓 レストラン事業及びワイン製造販売業
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