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マルハニチロ株式会社 広報ＩＲ部

〒135-8608 東京都江東区豊洲3-2-20

T: 03-6833-0826  F: 03-6833-0506

 

機構改革・会社人事 

 

1. 機構改革： ４月１日 

 情報システム部を新設する。 

 開発部を新設する。 

 水産商事ユニットの戦略販売部を戦略販売第一部と戦略販売第二部に分割する。 

 

2. 会社人事： 

発令日： ３月３１日 

役員の異動 

 旧   職 氏  名 

退任 執行役員 高橋 俊之 

 

部署長の異動 

 旧   職 氏  名 

転出（㈱ヤヨイサンフーズ） リスク管理統括部長 伊藤 倫章 

転出（㈱マルハニチロアセット） 広報IR部長 阿部 富寿夫 

転出（㈱マルハニチロリテールサービス） 品質保証部 部長役 兼 食品安全グループ長 本庄 功 

転出（アイシア㈱） 家庭用加工食品ユニット チルド食品事業部長 隅木 直也 

転出（㈱サングルメ） 業務用食品ユニット 業務用食品部 部長役 竹内 義高 

転出（ｱｰｸﾗﾝﾄﾞﾏﾙﾊﾐｰﾄ㈱） 
業務用食品ユニット 業務用食品部 部長役

N&Nﾌｰｽﾞ出向 
森田 信之 

転出（㈱ヤヨイサンフーズ） 関東支社長 川村 匡介 

転出（㈱マルハニチロ北日本） 関西支社長 兼 戦略販売部長 前田 茂 

転出（ニチロ畜産㈱） 新石巻工場長 前田 尚良 

転出（㈱マルハニチロ北日本） 新石巻工場 部長役 兼 総務課長 静間 幸男 

転出 関東水産営業部長 兼 管理課長 奥田 武史 
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発令日： ４月１日 

役員の異動 

新   職 旧   職 氏  名 

取締役 専務執行役員 物流ユニット長 取締役 専務執行役員 押久保 直樹 

取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 池見 賢 

常務執行役員 家庭用冷凍食品ユニット長 執行役員 家庭用加工食品ユニット長 半澤 貞彦 

常務執行役員 執行役員（タイ駐在）  武田 信一郎 

執行役員 業務用食品ユニット長 
執行役員 業務用食品ユニット長 兼 

業務用食品部長 
大西 宏昭 

執行役員 水産商事ユニット 戦略販売第二部長 執行役員 水産商事ユニット 水産第四部長 橋本 宏行 

執行役員 関東支社長 
執行役員 家庭用冷凍食品ユニット 

市販用冷凍食品部長 
石黒 裕之 

執行役員 家庭用加工食品ユニット長 家庭用加工食品ユニット グロッサリー事業部長 天野 秀隆 

執行役員 開発部長 中央研究所長 小梶 聡 

 

顧問 取締役 専務執行役員 物流ユニット長 渡辺 淳 

顧問 
取締役 専務執行役員  

家庭用冷凍食品ユニット長 
田島 正人 

 

 

部署長職等の異動 

新   職 旧   職 氏  名 

リスク管理統括部長 総務部長 茅原 猛志 

情報システム部長 経営企画部 部長役 情報システムグループ長 石井 宏一郎 

総務部長 リスク管理統括部 副部長役 坂野 泰弘 

広報IR部長 監査部長 横山 嘉人 

監査部長 
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、北米ユニット企画担当 
田部 浩之 

中央研究所長 中央研究所 副所長 芦田 慎也 

生産管理部 部長役 
家庭用冷凍食品ユニット 市販用冷凍食品部 

部長役 
畑中 正美 
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水産商事ユニット 企画開発部長 
北米ユニット 北米事業一部 副部長 

マルハキャピタルインベストメント出向 
魚田 克彦 

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 副部長 兼  

輸入特種課長 
臼田 義之 

水産商事ユニット 戦略販売第一部長 水産商事ユニット 戦略販売部長 多田 英治 

海外ユニット 海外戦略部 部長役 

キングフィッシャーホールディングス出向 

海外ユニット 海外戦略部 部長役 兼  

海外事業課長 兼 海外、北米ユニット企画担当 
岸 祥司 

北米ユニット 北米事業一部 部長役 
北米ユニット 北米事業一部 副部長 

プレミアパシフィックシーフーズ出向 
塚野 浩寿 

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 ユニット企画担当  

副部長 
綿引 建司 

家庭用加工食品ユニット グロッサリー事業部長 広域営業部長 福貴迫 芳郎 

家庭用加工食品ユニット チルド食品事業部長 九州支社 食品営業部長  久留米 克志 

業務用食品ユニット 業務用食品部長 業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部長 溝口 真人 

業務用食品ユニット メディケア営業部長 
業務用食品ユニット メディケア営業部 副部長 

兼 販売課長 
濱崎 日出男 

業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部長 東北支社 食品営業部 業務用食品課 副部長役 古美門 実 

中部支社 部長役 兼 水産営業部長 兼  

水産課長 
中四国支社 水産営業部長 兼 水産課長 柴原 浩司 

関西支社長 兼 戦略販売第一部長 兼 

戦略販売第二部長 
中四国支社長 兼 食品営業部長 東 正美 

中四国支社長 兼 食品営業部長 業務用食品ユニット メディケア営業部長 小澤 宰 

中四国支社 部長役 兼 水産営業部長 兼  

水産課長 
中部支社 水産営業部長 兼 水産課長 増田 史朗 

関東水産営業部長 兼 管理課長 北海道支社 水産営業部長 兼 水産課長 杉原 祥元 

広域営業部長 兼 営業企画課長 広域営業部 副部長 兼 営業企画課長 山田 敦 

 

     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 


