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新 職 新役職 旧 職 旧役職 氏 名 

総務部 秘書室 兼 業務改善推進室 副部長兼室長 総務部 秘書室 室長 前田 隆雄 

人事部 労政課 課長 人事部 労政課 課長役 大串 勲 

人事部 ダイバーシティ推進室 兼 

人財開発室 
副部長兼室長 人事部 ダイバーシティ推進室 副部長兼室長 山口 俊彦 

品質保証部 品質保証統括課 兼 

安全管理室 
課長兼室長 

品質保証部 表示・規格グループ  

第一課 
課長 菊田 啓太郎 

品質保証部 表示・規格グループ  

第一課 
課長 

品質保証部 表示・規格グループ  

第一課 
課長代理 房村 睦子 

お客様相談センター CS 推進課 副部長兼課長 お客様相談センター CS 推進課 副部長役 西 範久 

お客様相談センター  

お客様コミュニケーション課 
副部長兼課長 お客様相談センター CS 推進課 副部長兼課長 中嶋 勇 

お客様相談センター 業務サポート課 課長 
お客様相談センター  

お客様コミュニケーション課 
課長 赤尾 正和 

経理部 連結課 副部長兼課長 経理部 連結課 課長 中山 誠 

財務部  副部長 財務部 外為課 兼 保険課 副部長兼課長 山崎 睦 

財務部  副部長 財務部 財務総務課  副部長兼課長 齋藤 完 

財務部 財務課 課長 財務部 財務課 課長代理 山本 達也 

財務部 外為課 課長 
海外ユニット 海外戦略部  

海外業務課 
課長代理 猿田 暢夫 

財務部 保険課 課長 財務部 保険課 課長役 根本 恵 

マーケティング部 企画調査課 課長 マーケティング部 営業戦略課 課長 空木 径子 

マーケティング部 事業推進課 課長 中央研究所 リサーチ一課 課長役 本多 真基 

事業管理部 管理課 課長 新石巻工場 総務課 課長 小瀬 政憲 

生産管理部 生産管理課 副部長兼課長 業務用食品ユニット Ｎ＆N フーズ 課長役 添田 博 

生産管理部 調達課 課長 生産管理部 調達課 課長役 上田 哲郎 
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ロジスティクス部 物流企画課 課長 ロジスティクス部 物流業務課 課長 秋田谷 克哉 

ロジスティクス部 物流業務課 副部長兼課長 
中四国支社 食品営業部  

チルド食品課  
副部長兼課長 染谷 岳人 

漁業・養殖ユニット 増養殖事業部  

養殖課 
副部長兼課長 

漁業・養殖ユニット 増養殖事業部  

養魚飼料課 
副部長兼課長 藤田 耕太郎 

漁業・養殖ユニット 増養殖事業部 

鮮魚販売課 
課長 

業務用食品ユニット 戦略販売部  

量販・生協課 
課長役 根本 恵介 

漁業・養殖ユニット 増養殖事業部  

養魚飼料課 
課長 

漁業・養殖ユニット 増養殖事業部  

養魚飼料課 
課長役 桐生 耕造 

水産商事ユニット 兼 漁業養殖ユニ

ット 兼 荷受ユニット 企画担当  
課長 経営企画部 事業企画グループ 課長役 稲田 健 

水産商事ユニット 企画開発部  

商品開発課 
副部長兼課長 

水産商事ユニット 企画開発部  

商品開発課 
課長 熊谷 信隆 

水産商事ユニット 水産第二部  

特種課 
課長 

水産商事ユニット 水産第二部  

特種課 
課長役 長谷 正幸 

水産商事ユニット 水産第三部  

管理課 
副部長兼課長 

水産商事ユニット 水産第三部  

管理課 
課長 高玉 博行 

水産商事ユニット 水産第三部  

ベンガル漁業 
課長 

水産商事ユニット 水産第三部  

えび二課 
課長役 中村 徳隆 

水産商事ユニット アジア事業部  

マルハ（上海）貿易有限公司 
課長 

水産商事ユニット アジア事業部  

事業二課 
課長役 稲葉 亮次 

水産商事ユニット 戦略販売部  

畜産課 
課長 

畜産商事ユニット 原料事業部  

ポーク課 
課長役 松坂 康弘 

水産商事ユニット 戦略販売部  

流通加工課 
副部長兼課長 

水産商事ユニット 水産第四部  

寿司ネタ課 
課長 岡本 容昌 

畜産商事ユニット ユニット企画担当 副部長 
畜産商事ユニット 食肉事業部  

ポートリー・一次加工品課 
副部長兼課長 中野 晋吾 

畜産商事ユニット 畜産第一部  

ポートリー・一次加工品課 
副部長兼課長 

水産商事ユニット 水産第三部  

えび二課 
副部長役 松澤 憲一 

畜産商事ユニット 畜産第一部  

加工品課 
課長 関西支社 戦略販売部 畜産課 課長 小幡 孝泰 
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畜産商事ユニット 畜産第二部  

北米ポーク課 
副部長兼課長 

畜産商事ユニット 原料事業部  

ポーク課 
課長 関口 博文 

畜産商事ユニット 畜産第二部  

欧州ポーク課 
課長 

畜産商事ユニット 原料事業部  

ポーク課 
課長代理 伊藤 裕宣 

畜 産 商事 ユ ニッ ト  畜 産第 二 部    

マルハニチロミートアンドプロダクツ ＵＳＡ 
副部長 

畜産商事ユニット 食肉事業部  

加工品課 
副部長兼課長 大澤 信明 

海外ユニット 海外戦略部  

海外業務課 兼海外ユニット企画担当 

兼 北米ユニット企画担当 

副部長兼課長 
海外ユニット 海外戦略部  

海外業務課 兼海外ユニット企画担当 
副部長兼課長 西 弘 

海外ユニット 海外戦略部  

キングフィッシャーホールディングス 
副部長 経営企画部 事業企画グループ 副部長役 菊池 貴志 

北米ユニット 北米事業一部  

飼料原料課 
副部長兼課長 

畜産商事ユニット 原料事業部  

飼料原料課 
副部長兼課長 西島 暁 

北米ユニット 北米事業一部  

ピーターパンシーフーズ 
課長 北米ユニット 北米事業二部 鮭鱒課 課長 諏訪 剛 

北米ユニット 北米事業一部 

トランス・オーシャンプロダクツ 
副部長 

北米ユニット 北米事業一部  

すりみ課 
副部長役 岡田 英樹 

北米ユニット 北米事業二部 鮭鱒課 副部長兼課長 
北米ユニット 北米事業一部  

ピーターパンシーフーズ 
課長 吉川 久 

家庭用冷凍食品ユニット  

市販用冷凍食品部市販用冷凍食品課 
副部長兼課長 広域営業部 市販用第三グループ グループ長 三浦 武 

家庭用冷凍食品ユニット  

市販用冷凍食品部 商品開発課 
課長 

家庭用冷凍食品ユニット  

市販用冷凍食品部 商品開発課 
課長役 谷 和憲 

家庭用加工食品ユニット  

ユニット企画担当 
副部長 生産管理部  副部長 猪野 雅誉 

家庭用加工食品ユニット  

グロッサリー事業部 市販用缶詰課 
副部長兼課長 

家庭用加工食品ユニット  

グロッサリー事業部 市販用缶詰課 
課長 山田 貴之 

家庭用加工食品ユニット  

チルド食品事業部 すりみ食品課 
副部長兼課長 

家庭用加工食品ユニット  

チルド食品事業部 すりみ食品課 
課長 清水 晴日 

家庭用加工食品ユニット  

デザート事業部 デザート課 
課長 関東支社 食品営業部 チルド食品課 課長 濱井 洋輔 
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業務用食品ユニット  

業務用食品部 企画課 
副部長兼課長 

業務用食品ユニット  

業務用食品部 企画課 
課長 石川 秀樹 

業務用食品ユニット  

メディケア営業部 販売課  
副部長兼課長 

業務用食品ユニット  

ユニット商品開発室 
副部長兼室長 濱崎 日出男 

業務用食品ユニット  

ＣＶＳ統括営業部 ＣＶＳ販売一課 
副部長兼課長 

業務用食品ユニット  

ＣＶＳ・デリカ営業部 デリカ販売課 
副部長役 高橋 幸文 

業務用食品ユニット  

ＣＶＳ統括営業部 ＣＶＳ販売二課 
副部長兼課長 広域営業部 市販用第二グループ グループ長 舘川 照男 

業務用食品ユニット  

ＣＶＳ統括営業部 ＣＶＳ開発課 
課長 

業務用食品ユニット  

ＣＶＳ・デリカ営業部 ＣＶＳ販売課 
課長役 佐藤 正樹 

業務用食品ユニット  

デリカ営業部 水産惣菜課 
副部長兼課長 

業務用食品ユニット  

ＣＶＳ・デリカ営業部 デリカ販売課 
副部長兼課長 二階堂 浩嗣 

業務用食品ユニット  

デリカ営業部 食品惣菜課 
課長 

業務用食品ユニット  

ＣＶＳ・デリカ営業部 量販惣菜課 
課長 中尾 圭吾 

化成ユニット ユニット企画担当 課長 
化成ユニット 化成バイオ事業部  

バイオ事業課 
課長役 今村 英雄 

化成ユニット  

化成バイオ事業部 バイオ事業課 
課長 

化成ユニット 化成バイオ事業部  

生産グループ 宇都宮製造課 
課長 荒木 徹 

化成ユニット 化成バイオ事業部  

生産グループ 宇都宮製造課 
課長 

化成ユニット 化成バイオ事業部  

生産グループ 森製造課 
課長 山口 政昭 

化成ユニット 化成バイオ事業部  

生産グループ 森製造課 
課長 

化成ユニット 化成バイオ事業部  

生産グループ 宇都宮製造課 
課長代理 太田 浩正 

化成ユニット 調味料乾燥食品事業部 

調味料製造課 
課長 

家庭用加工食品ユニット  

調味料乾燥食品事業部 開発課 
課長役 硲 真範 

北海道支社 総務課 課長 中四国支社 総務課 課長 清水 広行 

北海道支社 食品営業部  

加工食品課  
課長 広域営業部 市販用第三グループ 課長役 小林 弘幸 

東北支社 水産営業部 水産課  
営業部長 兼 

課長 

水産商事ユニット 水産第一部  

凍魚加工二課 
課長役 佐々木 広志 

東北支社 食品営業部 加工食品課 課長 
北海道支社 食品営業部  

加工食品課  
課長 小河原 眞 
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東北支社 食品営業部  

市販用冷凍食品課 
課長 

中部支社 食品営業部  

市販用冷凍食品二課 
課長 安原 万裕 

東北支社 食品営業部 青森営業所 所長（課） 
家庭用加工食品ユニット  

グロッサリー事業部  
副部長役 栗原 憲一 

東北支社 食品営業部 盛岡営業所 所長（課） 東北支社 食品営業部 盛岡営業所 課長役 鴻巣 裕 

関東支社 食品営業部 チルド食品課 課長 関東支社 食品営業部 チルド食品課 課長役 伊東 立 

関東支社 食品営業部  

市販用冷凍食品一課 
課長 

東北支社 食品営業部  

市販用冷凍食品課 
課長 佐々木 俊伸 

関東支社 食品営業部  

市販用冷凍食品三課 
副部長兼課長 関東支社 食品営業部 アクリ販売課 副部長兼課長 釜鳴 堅一 

関東支社 食品営業部 惣菜課 課長 関東支社 食品営業部 惣菜課 課長役 安藤 浩 

中部支社 食品営業部  

市販用冷凍食品課 
課長 

中部支社 食品営業部  

市販用冷凍食品一課 
課長 市川 蔵宣 

中部支社 食品営業部 静岡営業所 所長（課） 
中部支社 食品営業部  

業務用食品課 
課長役 藤井 力 

関西支社 総務課 副部長兼課長 
家庭用冷凍食品ユニット  

市販用冷凍食品部 アクリ事業課 
副部長兼課長 森本 耕司 

関西支社 食品営業部  

市販用冷凍食品一課 
課長 

関東支社 食品営業部  

市販用冷凍食品一課 
課長 小畑 康仁 

関西支社 食品営業部  

市販用冷凍食品二課 
課長 

関西支社 食品営業部  

市販用冷凍食品一課 
課長 林 聡史 

関西支社 戦略販売部  

畜産課 
課長 

業務用食品ユニット 戦略販売部  

畜産課 
課長役 粕谷 信吾 

中四国支社 総務課 課長 ㈱マルハニチロ九州 課長役 稲垣 武 

中四国支社 食品営業部  

チルド食品課  
課長 

関東支社 食品営業部  

チルド食品課 
課長役 義始 繁忠 

中四国支社 食品営業部 四国支店 支店長 
中四国支社 食品営業部  

四国営業所 
所長（課） 有川 雄志 

九州支社 食品営業部  

グロッサリー課  
課長 

東北支社 食品営業部  

加工食品課 
課長 

 

森田 兼充 
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九州支社 食品営業部  

市販用冷凍食品課 
課長 

九州支社 食品営業部  

市販用冷凍食品一課 
課長 小濱 欣市 

関東水産営業部 えび課 副部長兼課長 関東水産営業部 えび課 課長 小林 禄昌 

広域営業部 第一課 副部長兼課長 広域営業部 市販用第一グループ グループ長 山下 拓二 

広域営業部 第二課 副部長兼課長 広域営業部 営業企画グループ 副部長 影山 昌宏 

広域営業部 第三課 課長 広域営業部 市販用第三グループ 課長 土屋 直人 

広域営業部 営業企画課 副部長兼課長 広域営業部 営業企画グループ グループ長 山田 敦 

夕張工場 製造課 課長 夕張工場 製造課 課長役 田平 英敏 

新石巻工場 製造課 
副工場長兼 

課長 
大江工場 製造課 

副工場長兼 

課長 
浜田 敏宏 

新石巻工場 工務課 課長 新石巻工場 製造課 課長役 中野 公文 

白鷹工場 総務課 兼製造課 工場長兼課長 
海外ユニット 海外戦略部  

慈渓永進冷凍食品有限公司 
課長 竹田 知博 

大江工場 製造一課 課長 大江工場 製造課 課長役 渡邊 智人 

大江工場 製造二課 課長 ニチロ畜産㈱ 課長役 岡迫 裕文 

大江工場 生産管理課 課長 生産管理部 調達課 課長 橋本 一郎 

広島工場 品質管理課 課長 広島工場 品質管理課 課長役 伊藤 克彦 

広島工場 製造課 課長 生産管理部 生産管理課 課長 吉川 勝也 

広島工場 生産管理課 課長 広島工場 工務課 課長 山崎 聖 

下関工場 加工食品課 課長 下関工場 加工食品課 課長役 出竹 秀守 

下関工場 乾燥食品課 課長 
家庭用加工食品ユニット  

調味料乾燥食品事業部調味料製造課 
課長 竹山 徳彦 

   以  上 


