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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 

⚫ リスク管理統括部を法務・リスク管理部に改称する。 

⚫ コーポレートコミュニケーション部を新設する。 

⚫ 海外ユニットをアジア・オセアニアユニットに、北米ユニットを北米・欧州ユニットに改称す

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 生産管理部長 山口 龍一 

転出（大都魚類㈱） 執行役員 水産商事ユニット 戦略販売第二部長 橋本 宏行 

転出（㈱ヤヨイサンフーズ） 執行役員 業務用食品ユニット長 大西 宏昭 

転出（ニチロ畜産㈱） 執行役員 関東支社長 石黒 裕之 

 

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 茅原 猛志 

転出（アイシア㈱） お客様相談センター長 園田 桂二 

転出（㈱マルハニチロリテールサービス） マーケティング部長 花島 淳 

転出（㈱マルハニチロ物流） ロジスティクス部長 田川 雅昭 

転出（九州魚市㈱） 北米ユニット 北米事業一部 部長役 塚野 浩寿 

転出（㈱マルハニチロ九州） 家庭用冷凍食品ユニット企画担当 部長役 杉浦 素之 

転出（日本サイロ㈱） 業務用食品ユニット 無店舗営業部長 鈴木 巳信 

転出（大京魚類㈱） 関西支社 部長役 兼 水産営業部長 河崎 伸一郎 

転出（㈱マルハニチロ山形） 広島工場長 松岡 信人 
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発令日： ４月１日 

役員の異動 

新   職 旧   職 氏  名 

顧問 取締役 専務執行役員 物流ユニット長 押久保 直樹 

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 中島 昌之 

取締役 専務執行役員 
取締役 常務執行役員 水産商事、荷受、海外 各ユ

ニット長 
粟山 治 

取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 家庭用冷凍食品ユニット長 半澤 貞彦 

常務執行役員 アジア・オセアニアユニット長 常務執行役員 渡辺 毅 

常務執行役員 農中情報システム㈱ 代表取締役副社長 小門 賢一 

執行役員 北米・欧州ユニット長 執行役員 北米ユニット長 舟木 謙二 

顧問 執行役員 畜産商事ユニット長 兼 畜産第二部長 蔵原 弘幸 

執行役員 畜産商事ユニット長 畜産商事ユニット 畜産第一部長 塩原 毅 

執行役員 水産商事、荷受 各ユニット長 水産商事ユニット 水産第一部長 鯉沼 一光 

執行役員 家庭用冷凍食品ユニット長 事業管理部長 若宮 靖史 

執行役員 業務用食品ユニット長 九州支社長 安田 大助 

執行役員 経理部長 経理部長 廣嶋 精一 

 

部署長職等の異動 

新   職 旧   職 氏  名 

法務・リスク管理部長 総務部 副部長 兼 法務課長 中川 靖志 

経営企画部 部長役 兼 サステナビリティ推

進グループ長 兼 IRグループ長      
広報 IR部 副部長 目時 弘幸 

コーポレートコミュニケーション部長 広報 IR部長 横山 嘉人 

お客様相談センター長 お客様相談センター 副部長 兼 ＣＳ推進課長 西 範久 

事業管理部長 事業管理部 副部長 兼 事業会計課長 是澤 太 

生産管理部長 群馬工場長 兼 工務課長 奥村 知之 

ロジスティクス部長 マーケティング部 副部長役 片野 歩 

漁業・養殖ユニット 増養殖事業部長 
水産商事ユニット 水産第四部 副部長 兼 まぐろ課

長 
三原 章義 
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水産商事ユニット 水産第一部長 
水産商事ユニット 水産第一部 副部長 兼 凍魚加工

二課長 
外輪 宏二 

水産商事ユニット 水産第二部長 水産商事ユニット 戦略販売第一部長 多田 英治 

水産商事ユニット 水産第三部長 
水産商事ユニット 水産第三部 副部長 兼 えび二課

長 
岡 幸伸 

水産商事ユニット 戦略販売第一部長 水産商事ユニット 水産第二部長 熊本 義宣 

水産商事ユニット 戦略販売第二部長 水産商事ユニット 水産第三部長 金森 正幸 

畜産商事ユニット 畜産第一部長 畜産商事ユニット企画担当 兼 畜産第一部 副部長 中野 晋吾 

畜産商事ユニット 畜産第二部長 
畜産商事ユニット 畜産第一部 副部長 兼 国産牛肉

課長 
早瀬 浩司 

アジア・オセアニアユニット企画担当 兼 海外

戦略部 部長役 兼 海外業務課長   

海外ユニット企画担当 兼 海外戦略部 副部長 兼 

海外業務課長  
西 弘 

北米・欧州ユニット  北米事業一部 部長役 

兼 すりみ課長 
北米ユニット 北米事業一部 副部長 兼 すりみ課長 濱 隆太 

北米・欧州ユニット マルハキャピタルインベス

トメント出向 部長役 

北米ユニット マルハキャピタルインベストメント出向 

副部長 
山崎 睦 

北米・欧州ユニット トランス・オーシャンプロダ

クツ出向 部長役 

北米ユニット トランス・オーシャンプロダクツ出向 副部

長 
岡田 英樹 

業務用食品ユニット 無店舗営業部長 業務用食品ユニット 無店舗営業部 副部長 谷内 勉 

業務用食品ユニット Ｎ＆Ｎフーズ出向 部長

役 
業務用食品ユニット Ｎ＆Ｎフーズ出向 副部長 猪野 雅誉 

関東支社長 中部支社長 播谷 純 

中部支社長 
業務用食品ユニット 業務用食品部 副部長 兼 水産

加工課長 
小林 芳樹 

関西支社 部長役 兼 水産営業部長 兼 水

産課長 
関西支社 副部長 兼 水産課長 森岡 孝 

九州支社長 兼 食品営業部長 九州支社 食品営業部長 蠏 晋輔 

群馬工場長 生産管理部 部長役 畑中 正美 

広島工場長 宇都宮工場長 大島 隆司 

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 


