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機構改革・会社人事 

 

1. 機構改革： ４月１日 

 畜産商事ユニットの食肉事業部を畜産第一部に、原料事業部を畜産第二部に改称 

 家庭用加工食品ユニットの調味料乾燥食品事業部を、化成ユニットに移管 

 業務用食品ユニットの戦略販売部を水産商事ユニットへ移管 

 業務用食品ユニットのＣＶＳ・デリカ営業部をＣＶＳ統括部に改称 

 業務用食品ユニットにデリカ営業部を新設 

 

2. 会社人事： 

発令日： ３月３１日 

役員の異動 

 旧   職 氏  名 

退任 取締役 常務執行役員 岡本 伸孝 

退任（㈱マルハニチロ物流顧問就任予定） 執行役員 北米ユニット長（北米駐在） 岡崎  博 

退任 執行役員 宅間 一郎 

 

部署長の異動 

 旧   職 氏  名 

転出（大都魚類㈱） リスク管理統括部長 毛利 任宏 

転出（大都魚類㈱） 品質保証部長 石原 好博 

転出（㈱中央すりみ研究所） 
家庭用加工食品ユニット  

調味料乾燥食品事業部長 
桐山 典明 

転出（㈱デリカウェーブ） 中部支社長 福井 雅紫 

転出（九州中央魚市㈱） 九州支社長 五十嵐 公一 

転出（㈱マルハニチロリテールサービス） 下関工場長 星 昌和 

 

 

発令日： ４月１日 

役員の異動 

新職 旧   職 氏  名 

代表取締役 副社長執行役員 食品部門統括 代表取締役 専務執行役員 食品部門統括 米岡 潤一郎 

取締役 専務執行役員 家庭用冷凍食品ユニット長 取締役 常務執行役員 業務用食品ユニット長 田島 正人 

2018 年 3 月 1 日 
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常務執行役員 水産商事、荷受、海外各ユニット長 
執行役員 水産商事、荷受、海外各ユニット長 

兼 海外戦略部長 
粟山 治 

常務執行役員 化成ユニット長 
執行役員 化成ユニット長 兼 

化成バイオ事業部長 
昌子 有 

執行役員 家庭用加工食品ユニット長 
執行役員 家庭用冷凍食品、家庭用加工食品

各ユニット長 
半澤 貞彦 

執行役員 執行役員 マーケティング部長 高橋 俊之 

執行役員 業務用食品ユニット長 兼  

業務用食品部長 

執行役員 業務用食品ユニット  

業務用食品部長 
大西 宏昭 

執行役員 北米ユニット長（北米駐在） 執行役員 北米ユニット 北米事業一部長 舟木 謙二 

執行役員 リスク管理統括部長 兼 経営企画部長 経営企画部長 坂本 透 

執行役員 水産商事ユニット 水産第四部長 水産商事ユニット 水産第四部長 橋本 宏行 

執行役員 家庭用冷凍食品ユニット  

市販用冷凍食品部長 
家庭用冷凍食品ユニット 市販用冷凍食品部長 石黒 裕之 

 

部署長職等の異動 

新職 旧   職 氏  名 

リスク管理統括部 部長役 
水産商事ユニット 企画開発部長 兼 総務課長 

兼 事業企画課長 兼 北米ユニット企画担当 
伊藤 倫章 

経営企画部 部長役 経営戦略グループ長 

兼 知財グループ長 
経営企画部 経営戦略グループ副部長役 足立 克弘 

経営企画部 部長役 事業企画グループ長 

兼 サステナビリティ推進グループ長 
経営企画部 部長役 経営戦略グループ長 長谷川 泰裕 

経営企画部 部長役 情報システムグループ長 
経営企画部 部長役 事業企画グループ長 

兼 情報システムグループ長 
石井 宏一郎 

品質保証部長 品質保証部 部長役 門 雅信 

品質保証部 部長役 
品質保証部 副部長 兼 品質保証統括課長  

兼 安全管理室長 
荻原 正明 

財務部長 財務部 副部長 兼 財務課長 後藤 豊彦 

マーケティング部長 マーケティング部 副部長 兼 開発営業課長 花島 淳 

水産商事ユニット 企画開発部長  

兼 総務課長 兼 事業企画課長 兼  

海外ユニット企画担当 兼 北米ユニット企画担当 

財務部長 田部 浩之 

水産商事ユニット 水産第一部長 水産商事ユニット 水産第二部長 鯉沼 一光 
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水産商事ユニット 水産第二部長 
水産商事ユニット 水産第二部 部長役 兼  

特種課長 
熊本 義宣 

水産商事ユニット 戦略販売部長 業務用食品ユニット 戦略販売部長 兼 畜産課長 多田 英治 

海外ユニット 海外戦略部長 海外ユニット 海外戦略部 部長役 山田 英剛 

北米ユニット 北米事業一部長 
北米ユニット 北米事業一部 副部長 

トランスオーシャンプロダクツ出向  
河田 格 

北米ユニット 北米事業一部 部長役  

ウエストワードシーフーズ出向 

北米ユニット 北米事業一部 副部長  

ウエストワードシーフーズ出向 
上妻 洋幸 

家庭用冷凍食品ユニット ユニット企画担当  

部長役 
生産管理部 部長役  杉浦 素之 

業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部長 業務用食品ユニット ＣＶＳ・デリカ営業部長 溝口 真人 

業務用食品ユニット デリカ営業部長 関東支社 食品営業部 副部長 兼 惣菜課長 中谷 吉郎 

化成ユニット 化成バイオ事業部長 
化成ユニット 化成バイオ事業部 副部長 

兼 バイオ事業課長 兼 化成ユニット企画担当 
鷹谷 公博 

化成ユニット 調味料乾燥食品事業部長 白鷹工場長 兼 総務課長 兼 製造課長 山本 英司 

中部支社長 兼 食品営業部長  

兼 戦略販売部長 
関西支社 部長役 兼 水産営業部長 播谷 純 

関西支社 部長役 兼 水産営業部長 東北支社 水産営業部長 兼 水産課長 河崎 伸一郎 

九州支社長 兼 水産営業部長 水産商事ユニット 水産第一部長 安田 大助 

下関工場長 広島工場 副工場長 兼 品質管理課長 清水 功 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

報道各位からのお問い合わせ先 

マルハニチロ株式会社 

広報 IR 部 

Tel 03-6833-0826  Fax 03-6833-0506 


