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発令日：2021 年4 月1 日 

新職 新役職 旧職 旧役職 氏名 

総務部 オフィスサービス課 課長 総務部 総務課 課長役 丸茂 浩 

総務部 経費管理企画課 課長 総務部 経費管理企画課 課長役 濱屋 覚生 

人事部 人事政策課 課長 人事部 労政課 課長 大串 勲 

人事部 給与厚生課 課長 人事部 労政課 課長役 奥野 真人 

品質保証部 品質管理課 課長 品質保証部 品質管理グループ 第一課 課長 山本 哲章 

品質保証部 表示規格課 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 黒沢 規宏 

品質保証部 食品分析室 室長 品質保証部 食品安全グループ  課長 織田 浩司 

品質保証部 安全管理室 室長 中央研究所 技術開発課 課長 渡邉 久敬 

お客様相談センター CS推進課 課長 お客様相談センター CS推進課 課長役 井上 慶 

お客様相談センター お客様コミュニケーション

課 

課長 お客様相談センター CS推進課 課長役 林 信行 

お客様相談センター 業務推進課 課長 品質保証部 表示・規格グループ 第一課 課長 房村 睦子 

財務部 財務課 課長 財務部 外為課 課長 猿田 暢夫 

財務部 外為課 課長 水産商事ユニット 水産第四部 タコ・イカ課 課長役 相模 康之 

中央研究所 管理課 課長 化成ユニット 化成バイオ事業部 生産グルー

プ 宇都宮管理課 

課長 吉田 裕英 

中央研究所 企画課 課長 中央研究所 企画課 課長役 玉井 忠和 

中央研究所 技術開発課 課長 中央研究所 技術開発課 課長役 増田 康之 

開発部 副部長 開発部 商品設計課 副部長兼課長 山崎 智教 

開発部 副部長 開発部 商品企画課 副部長兼課長 宮下 昌尚 

開発部 統括課 課長 開発部 商品企画課 課長役 本多 真基 

開発部 商品企画グループ 市販用冷凍食品課 課長 開発部 商品企画課 課長役 林 聡史 

開発部 商品企画グループ 業務用食品課 課長 開発部 商品企画課 課長役 板倉 豪史 

開発部 商品企画グループ 加工食品課 副部長兼課長 開発部 商品企画課 副部長役 鎌田 雄一 

開発部 商品設計グループ 市販用冷凍食品課 課長 開発部 商品設計課 課長役 水野 拓也 

開発部 商品設計グループ 業務用食品課 課長 開発部 商品設計課 課長役 桑野 貴久 

生産管理部 調達課 課長 生産管理部 調達課 課長役 奥脇 章豊 

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 課長役 野地 弘剛 

養殖ユニット 増養殖事業部  副部長 漁業・養殖ユニット 増養殖事業部 養殖課 副部長兼課長 渡辺 勤 

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 奄美養魚 課長役 小野寺 純 

養殖ユニット 増養殖事業部 鮮魚販売課 副部長兼課長 漁業・養殖ユニット 増養殖事業部 鮮魚販売

課 

課長 根本 恵介 

  マルハニチロ株式会社 会社人事 （一般ライン管理職） 

発令日：４月１日 
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水産商事ユニット 企画開発部 総務・企画課 

兼 漁業・養殖・水産商事・荷受UT企画担当 

副部長兼課長 水産商事ユニット ユニット企画担当 

漁業・養殖、荷受UT企画担当兼務 

副部長 南舘 洋一 

水産商事ユニット 企画開発部 管理課 課長 水産商事ユニット 戦略販売第一部 管理課 課長 安藤 芳人 

水産商事ユニット 水産第一部 凍魚加工三課 課長 水産商事ユニット アジア事業部 事業一課 課長 九澤 征樹 

水産商事ユニット 水産第一部 鮭鱒課 副部長兼課長 北米・欧州ユニット 北米事業二部 鮭鱒課 副部長役 鈴木 周 

水産商事ユニット 水産第一部 チリ駐在員事務

所 

所長 北米・欧州ユニット 北米事業二部 チリ駐在

員事務所 

所長 奥原 正志 

水産商事ユニット 水産第二部 特種課 副部長兼課長 水産商事ユニット アジア事業部 事業二課 副部長兼課長 星 圭一 

水産商事ユニット 水産第二部 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 副部長兼課長 稲垣 徹弥 

水産商事ユニット 水産第二部 タコ・イカ課 副部長兼課長 水産商事ユニット 水産第四部 タコ・イカ課 副部長兼課長 新宮 剛 

水産商事ユニット 水産第三部 業務・開発課 課長 水産商事ユニット 水産第三部 えび三課 課長役 青野 道洋 

水産商事ユニット 水産第三部 えび三課 課長 水産商事ユニット 水産第三部 えび三課 課長役 羽田 貴信 

水産商事ユニット 戦略販売第一部 量販・生協

課 

副部長兼課長 水産商事ユニット 水産第三部 えび三課 副部長兼課長 木津 紀夫 

水産商事ユニット 戦略販売第二部 外食一課 課長 関西支社 戦略販売第二部 外食課 課長 矢野 裕紀 

水産商事ユニット 戦略販売第二部 畜産課 課長 畜産商事ユニット 畜産第一部 加工品課 課長 小幡 孝泰 

水産商事ユニット 関東水産営業部 水産課 副部長兼課長 九州支社 水産営業部 水産課  営業部長兼課

長 

宇佐美 貴司 

水産商事ユニット 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 萩原 孝 

海外ユニット 海外業務管理部 海外業務課 課長 財務部 財務課 課長 山本 達也 

海外ユニット 海外業務管理部 欧米管理課 副部長兼課長 北米・欧州ユニット 北米事業一部 管理課 副部長兼課長 山本 健夫 

海外ユニット 海外戦略販売部 海外事業一課 

兼 海外UT企画担当 

副部長兼課長 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 横田 仁朗 

海外ユニット 海外戦略販売部 海外事業二課 副部長兼課長 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 田代 祐基 

海外ユニット 海外戦略販売部 原料輸出課 課長 水産商事ユニット 水産第一部 輸出課 課長 横沢 宗寿 

海外ユニット 北米事業一部 すりみ課 副部長兼課長 北米・欧州ユニット 北米事業一部 魚卵課 副部長兼課長 黒木 敬 

海外ユニット 北米事業二部 魚卵課 副部長兼課長 北米・欧州ユニット 北米事業二部 鮭鱒課 副部長兼課長 吉川 久 

家庭用冷凍食品ユニット 市販用冷凍食品部 事

業企画課 

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 

市販用冷凍食品課 

副部長役 谷 和憲 

家庭用冷凍食品ユニット 市販用冷凍食品部 生

産業務課 

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 

市販用冷凍食品課 

副部長役 真木 昌之 

業務用食品ユニット 業務用食品部 調理加工課 課長 業務用食品ユニット 業務用食品部 調理加工

課 

課長役 部屋 朋成 

業務用食品ユニット 業務用食品部 常温食品課 課長 業務用食品ユニット 業務用食品部 常温食品

課 

課長役 満尾 博美 

業務用食品ユニット 無店舗営業部 販売三課 課長 業務用食品ユニット 無店舗営業部 販売一課 課長役 益田 幹規 

業務用食品ユニット メディケア営業部 商品開

発課  

課長 業務用食品ユニット メディケア営業部 商品

開発課  

課長役 阿部 裕介 
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業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部 ＣＶＳ販売一

課 

課長 業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部 ＣＶＳ販売

一課 

課長役 島永 真武 

業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部 ＣＶＳ販売二

課 

課長 業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部 ＣＶＳ販売

二課 

課長役 義始 繁忠 

業務用食品ユニット デリカ営業部 デリカ課 副部長兼課長 関西支社 食品営業部 惣菜課 副部長兼課長 中尾 圭吾 

畜産ユニット 畜産第一部 加工品課 課長 業務用食品ユニット 無店舗営業部 管理課 課長役 山内 雅人 

畜産ユニット 畜産第二部 北米ポーク課 課長 水産商事ユニット 戦略販売第二部 畜産課 課長 松坂 康弘 

畜産ユニット 畜産第二部 欧州ポーク課 副部長兼課長 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 関口 博文 

化成ユニット ユニット企画担当 副部長 化成ユニット ユニット企画担当 課長 今村 英雄 

化成ユニット 化成バイオ事業部 生産グループ 

宇都宮管理課 

副部長兼課長 化成ユニット 化成バイオ事業部  副部長 佐伯 賢三 

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 

副部長兼課長 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 山口 政昭 

化成ユニット 調味料乾燥食品事業部 事業推進

課 

副部長兼課長 化成ユニット 調味料乾燥食品事業部 事業推

進課 

課長 中村 隆信 

北海道支社 食品営業部 加工食品課  課長 業務用食品ユニット ＣＶＳ統括部 ＣＶＳ販売

三課 

課長役 吉野 哲也 

北海道支社 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 

関東支社 食品営業部 営業部長 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 近藤 裕司 

関東支社 食品営業部 営業部長 関東支社 食品営業部 グロッサリー課 副部長兼課長 馬上 憲一 

関東支社 食品営業部 グロッサリー課 課長 北海道支社 食品営業部 加工食品課  課長 小林 弘幸 

関東支社 食品営業部 チルド食品課 課長 中四国支社 食品営業部 加工食品課 課長 永田 健史 

関東支社 食品営業部 市販用冷凍食品一課 副部長兼課長 関東支社 食品営業部 市販用冷凍食品一課 課長 佐々木 俊伸 

関東支社 食品営業部 業務用食品二課 課長 中部支社 食品営業部 業務用食品課 課長役 竹下 忠輝 

関東支社 食品営業部 メディケア販売課 副部長兼課長 関東支社 食品営業部 メディケア販売課 課長 平林 桂子 

中部支社 水産営業部 水産課  営業部長兼課

長 

水産商事ユニット 戦略販売第一部 量販・生

協課 

副部長兼課長 須藤 隆也 

中部支社 食品営業部 加工食品課 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 山田 貴之 

中部支社 食品営業部 市販用冷凍食品一課 営業部長兼課

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 

副部長兼課長 三浦 武 

中部支社 食品営業部 静岡営業所 所長 水産商事ユニット 戦略販売第二部 外食二課 課長役 丹波 宏崇 

関西支社 水産営業部 水産課  課長 関西支社 戦略販売第一部 量販・生協課 課長役 宮本 修 

関西支社 水産営業部 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 副部長兼課長 吉開 一登 

関西支社 水産営業部 外食課 課長 水産商事ユニット 戦略販売第二部 外食一課 課長役 日下 雅仁 

関西支社 食品営業部 市販用冷凍食品二課 営業部長兼課

長 

関西支社 食品営業部 市販用冷凍食品二課 副部長兼課長 水迫 力 

関西支社 食品営業部 畜産課 課長 関西支社 戦略販売第二部 畜産課 課長 粕谷 信吾 
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中四国支社 総務課 課長 群馬工場 総務課 課長 菊地 秀憲 

中四国支社 食品営業部 加工食品課 課長 家庭用加工食品ユニット デザート事業部 デ

ザート課 

課長役 小林 純也 

九州支社 水産営業部 水産課  課長 中部支社 水産営業部 水産課  課長役 宮腰 宗明 

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 市販用冷凍食品課 課長役 小島 卓雄 

九州支社 食品営業部 業務用食品課 課長 関東支社 食品営業部 業務用食品二課 課長 米山 健太 

広域営業部 第一課 課長 広域営業部 第三課 課長役 萩尾 信也 

広域営業部 営業企画課 副部長兼課長 関東支社 食品営業部 営業部長 宮原 通雄 

新石巻工場 品質管理課 課長 業務用食品ユニット メディケア営業部 商品

開発課  

課長 荒川 祥一 

白鷹工場 製造課 副工場長兼課

長 

中央研究所 管理課 副所長兼課長 橋本 務 

大江工場 品質管理課 副部長兼課長 大江工場 品質管理課 課長 中原 千秋 

大江工場 製造一課 課長 群馬工場 製造課 課長 富山 剛大 

宇都宮工場 総務課 課長 事業管理部 管理課 課長役 馬塲 拓二 

群馬工場 製造課 副部長兼課長 業務用食品ユニット Ｎ＆Nフーズ 副部長役 松本 渉 

広島工場 品質管理課 課長 品質保証部 品質管理グループ 第一課 課長役 矢治 政崇 

 

 

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 コーポレートコミュニケーション部 

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

メール  koho@maruha-nichiro.co.jp  （広報窓口） 

mailto:koho@maruha-nichiro.co.jp

