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新 職 新役職 旧 職 旧役職 氏 名 

法務・リスク管理部 法務課 課長 総務部 法務課 課長役 西村 正一 

法務・リスク管理部 リスク管理課 副部長兼課長 リスク管理統括部 副部長役 牟禮 雅之 

情報システム部 企画管理課 課長 情報システム部 企画管理課 課長役 百﨑 素弘 

情報システム部 業務改善推進室 室長 総務部 業務改善推進室 室長 古田 昌代 

情報システム部 新販売プロジェクト

課 
課長 情報システム部 システム推進課 課長 猪俣 裕之 

総務部 不動産課 課長 総務部 不動産課 課長役 及川 昌浩 

人事部 人事課 副部長兼課長 人事部 人事課 課長 阿部 暁 

コーポレートコミュニケーション部 企

画調査課 
副部長兼課長 マーケティング部 企画調査課 課長 空木 径子 

コーポレートコミュニケーション部 マ

ーケティング課 
副部長兼課長 マーケティング部 事業推進課 課長 大和田 耕司 

コーポレートコミュニケーション部 コミ

ュニケーション課 
副部長兼課長 広報ＩＲ部 副部長役 小林 悦子 

品質保証部 安全管理室 部長役兼室長 品質保証部 部長役 荻原 正明 

品質保証部 品質管理グループ 第二

課 
課長 

品質保証部 品質管理グループ 第二

課 
課長役 高原 志樹 

品質保証部 表示・規格グループ 第

二課 
課長 白鷹工場 品質管理課 課長 佐々木 勇人 

お客様相談センター CS推進課 副部長兼課長 下関工場 品質管理課 副部長兼課長 小林 三千夫 

お客様相談センター 業務サポート課 副部長兼課長 お客様相談センター 業務サポート課 課長 赤尾 正和 

経理部 主計課 副部長兼課長 経理部 主計課 課長 野澤 達弘 

財務部 資金課 課長 財務部 資金課 課長代理 戸谷 亮介 

中央研究所 管理課 副所長兼課長 中央研究所 リサーチ一課 副所長兼課長 橋本 務 

中央研究所 リサーチ一課 課長 中央研究所 リサーチ一課 課長役 河原﨑 正貴 

中央研究所 リサーチ二課 課長 中央研究所 リサーチ二課 課長役 吉武 政広 
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事業管理部 事業会計課 課長 経理部 主計課 課長代理 山﨑 聡 

事業管理部 管理課 副部長兼課長 中央研究所 管理課 副部長兼課長 伊東 正俊 

生産管理部 技術課 課長 広島工場 生産管理課 課長 山崎 聖 

ロジスティクス部 物流企画課 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 
副部長兼課長 山田 貴之 

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  

㈱アクアファ－ム 
副部長役 渡辺 勤 

水産商事ユニット ユニット企画担当  

兼 漁業・養殖、荷受ユニット ユニット

企画担当 

副部長 

水産商事ユニット ユニット企画担当 

兼 漁業・養殖、荷受ユニット ユニット

企画担当 

課長 南舘 洋一 

水産商事ユニット 水産第一部 凍魚

加工二課 
課長 

水産商事ユニット 水産第一部 凍魚

加工二課 
課長役 八幡 浩史 

水産商事ユニット 水産第一部 輸出

課 
課長 海外ユニット 海外戦略部 輸出課 課長 横沢 宗寿 

水産商事ユニット 水産第二部 管理

課 
課長 

水産商事ユニット 水産第二部 管理

課 
課長役 宮下 仁志 

水産商事ユニット 水産第二部 特種

一課 
課長 

水産商事ユニット 水産第二部 特種

課 
課長 長谷 正幸 

水産商事ユニット 水産第二部 特種

二課 
課長 

水産商事ユニット 水産第四部 輸入

特種課 
課長 柴田 政俊 

水産商事ユニット 水産第三部 えび

一課 
課長 

水産商事ユニット 水産第三部 えび

一課 
課長役 森 考太郎 

水産商事ユニット 水産第三部 えび

二課 
副部長兼課長 

水産商事ユニット 水産第三部 えび

一課 兼 海外えび課 
副部長兼課長 清水 創 

水産商事ユニット 水産第三部 えび

三課 
副部長兼課長 中部支社 水産営業部 水産課 副部長役 木津 紀夫 

水産商事ユニット 水産第四部 まぐろ

課 
副部長兼課長 

水産商事ユニット 水産第四部 まぐろ

課 
副部長役 稲垣 徹弥 

水産商事ユニット 水産第四部 タコ・

イカ課 
副部長兼課長 

水産商事ユニット アジア事業部 事

業一課 
副部長兼課長 新宮 剛 

水産商事ユニット アジア事業部 事 課長 水産商事ユニット 水産第一部 凍魚 課長役 九澤 征樹 
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業一課 加工一課 

水産商事ユニット  戦略販売第一部 

販売業務課 
課長 事業管理部 事業会計課 課長代理 久保田 聡 

畜産商事ユニット 畜産第一部 国産

牛肉課 
課長 

畜産商事ユニット 畜産第一部 ポー

トリー・一次加工品課 
課長役 石澤 浩一 

畜産商事ユニット 畜産第一部 食肉

課 
課長 

畜産商事ユニット 畜産第一部 食肉

課 
課長役 時津 亮介 

畜産商事ユニット 畜産第二部 管理

課 兼 畜産商事ユニット ユニット企

画担当 

副部長兼課長 
水産商事ユニット 企画開発部 商品

開発課 
副部長役 平原 弘志 

ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱﾕﾆｯﾄ 海外戦略部 海

外事業一課 
副部長兼課長 

海外ユニット 海外戦略部 海外事業

課 
課長 横田 仁朗 

ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱﾕﾆｯﾄ 海外戦略部 海

外事業二課 
副部長兼課長 

水産商事ユニット アジア事業部 事

業二課 
副部長役 田代 祐基 

北米・欧州ユニット 北米事業二部 チ

リ駐在員事務所 
課長 北米ユニット 北米事業二部 鮭鱒課 課長役 奥原 正志 

家庭用冷凍食品ユニット ユニット企

画担当 
副部長 

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 兼 家庭

用冷凍食品ユニット ユニット企画担

当 

副部長役 網谷 洋介 

家庭用加工食品ユニット ユニット企

画担当 
課長 

業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部 Ｃ

ＶＳ販売一課 
課長役 長谷 高 

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 

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 
課長役 森田 出 

業務用食品ユニット  業務用食品部 

企画課 
課長 

業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部 Ｃ

ＶＳ販売一課 
課長役 長尾 秀一 

業務用食品ユニット  業務用食品部 

調理加工課 
副部長兼課長 

業務用食品ユニット  業務用食品部 

広域統括課 
副部長兼課長 近藤 裕司 

業務用食品ユニット  業務用食品部 

水産加工課 
副部長兼課長 

業務用食品ユニット  業務用食品部 

水産加工課 
副部長役 崖 貴博 

業務用食品ユニット  業務用食品部 課長 東北支社 食品営業部 業務用食品 課長 遠藤 政英 
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広域統括課 課 

業務用食品ユニット  業務用食品部 

事業推進課 
副部長兼課長 

業務用食品ユニット  業務用食品部 

企画課 
課長役 肥田野 晋一 

業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部 Ｃ

ＶＳ販売二課 
課長 

業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部 Ｃ

ＶＳ販売二課 
課長役 杉本 康浩 

業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部 Ｃ

ＶＳ販売三課 
副部長兼課長 

業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部 Ｃ

ＶＳ販売二課 
副部長兼課長 舘川 照男 

業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部 Ｃ

ＶＳ開発課 
副部長兼課長 

業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部 Ｃ

ＶＳ開発課 
課長 佐藤 正樹 

業務用食品ユニット デリカ営業部 デ

リカ一課 
副部長兼課長 

業務用食品ユニット  業務用食品部 

調理加工課 
副部長兼課長 三輪 圭介 

業務用食品ユニット デリカ営業部 デ

リカ二課 
課長 関西支社 食品営業部 惣菜課 課長 佐藤 由孝 

業務用食品ユニット デリカ営業部 デ

リカ三課 
課長 

業務用食品ユニット デリカ営業部 デ

リカ一課 
課長役 森田 慎司 

化成ユニット 調味料乾燥食品事業部 

乾燥食品課 
課長 

化成ユニット 調味料乾燥食品事業部 

乾燥食品一課 
課長 矢幡 弘之 

化成ユニット 調味料乾燥食品事業部 

事業推進課 
課長 

化成ユニット 調味料乾燥食品事業部 

開発課 
課長 中村 隆信 

北海道支社 総務課 課長 ロジスティクス部 物流企画課 課長役 秋田谷 克哉 

北海道支社 食品営業部 業務用食

品課 
課長 

北海道支社 食品営業部 業務用食

品課 
課長役 小宮 良太 

東北支社 食品営業部 業務用食品

課 
課長 

関東支社 食品営業部 業務用食品

三課 
課長 穂苅 裕地 

関東支社 食品営業部 業務用食品

三課 
課長 

中部支社 食品営業部 業務用食品

課 
課長 椎橋 保 

中部支社 食品営業部 業務用食品

課 
課長 

業務用食品ユニット デリカ営業部 デ

リカ二課 
課長 安藤 浩 

関西支社 水産営業部 えび課 課長 関西支社 水産営業部 えび課 課長役 吉岡 伸記 

関西支社 戦略販売第一部 量販・生

協課 
副部長兼課長 

関西支社 戦略販売第一部 量販・生

協課 
課長 吉開 一登 
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関西支社 食品営業部 惣菜課 副部長兼課長 
業務用食品ユニット デリカ営業部 デ

リカ一課 
副部長兼課長 中尾 圭吾 

中四国支社 食品営業部 加工食品

課 
課長 

中四国支社 食品営業部 グロッサリ

ー課 
課長 永田 健史 

中四国支社 食品営業部 業務用食

品課 
課長 

東北支社 食品営業部 業務用食品

課 
課長役 根本 宗昭 

九州支社 水産営業部 水産課 
営業部長兼課

長 
九州支社 水産営業部 水産課 課長 宇佐美 貴司 

九州支社 水産営業部 えび課 副部長兼課長 九州支社 水産営業部 えび課 課長 堀江 哲也 

関東水産営業部 水産課 課長 関東水産営業部 水産課 課長役 高橋 弘樹 

関東水産営業部 水産広域課 副部長兼課長 関東水産営業部 水産課 副部長役 小林 禄昌 

広域営業部 第二課 課長 広域営業部 第二課 課長役 島 守弘 

広域営業部 第三課 副部長兼課長 広域営業部 第三課 課長 土屋 直人 

広域営業部 営業企画課 副部長兼課長 ロジスティクス部 物流企画課 副部長兼課長 早川 哲司 

夕張工場 品質管理課 工場長兼課長 夕張工場 工場長 松尾 政信 

新石巻工場 生産管理課 課長 新石巻工場 製造課 課長役 貞閑 智範 

白鷹工場 品質管理課 課長 夕張工場 品質管理課 課長 大軒 徹也 

大江工場 生産管理課 副部長兼課長 大江工場 生産管理課 課長 橋本 一郎 

群馬工場 品質管理課 課長 
品質保証部 表示・規格グループ 第

二課 
課長 村田 崇 

群馬工場 製造課 課長 群馬工場 製造課 課長役 富山 剛大 

群馬工場 生産管理課 課長 群馬工場 製造課 課長 渡邊 智人 

広島工場 生産管理課 課長 広島工場 製造課 課長役 山本 裕次郎 

下関工場 品質管理課 課長 ニチロ畜産㈱ 課長役 大谷 重徳 

 

                                                           以 上 


