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新職 新役職 旧職 旧役職 氏名 

法務・リスク管理部 リスク管理課 課長 法務・リスク管理部 法務課 課長 西村 正一 

法務・リスク管理部 法務課 課長 経理部 連結課 課長 川谷内 航史 

DX推進部 総務課 課長 情報システム部 企画管理課 課長 百﨑 素弘 

DX推進部 業務改革推進室 室長 情報システム部 業務改善推進室 課長役 松川 邦高 

DX推進部 システム管理課 課長 情報システム部 企画管理課 課長役 木村 文貴 

総務部 オフィスサービス課 課長 総務部 総務課 課長役 与沢 彰 

人事部  副部長 人事部 人事課 副部長兼課長 阿部 暁 

人事部 人事課 課長 人事部 人事課 課長役 茶木 貴光 

人事部 人事政策課 副部長兼課長 人事部 人事政策課 課長 大串 勲 

品質保証部  副部長 大江工場 品質管理課 副部長兼課長 中原 千秋 

品質保証部 品質保証統括課 課長 品質保証部 品質保証統括課 課長役 河村 厚志 

品質保証部 品質管理課 副部長兼課長 品質保証部 品質管理課 課長 山本 哲章 

品質保証部 商品情報管理課 課長 業務用食品ユニット 業務用食品部 企画課 課長役 小峰 直樹 

お客様相談センター 業務推進課 課長 お客様相談センター お客様コミュニケーション課 課長役 中澤 立志 

経理部 連結課 課長 経理部 連結課 課長役 鈴木 泰宣 

経理部 主計課 課長 事業管理部 事業会計課 課長 山﨑 聡 

経理部 審理課 課長 経理部 審理課 課長代理 鷺山 梨紗子 

財務部 保険課 課長 水産商事ユニット 企画開発部 商品開発課 課長役 北島 俊二 

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

開発部 統括課 課長 開発部 統括課 課長役 金子 みゆき 

開発部 水産開発課 副部長兼課長 水産商事ユニット 企画開発部 商品開発課 副部長兼課長 熊谷 信隆 

開発部 商品企画グループ 市販用冷凍食品課 課長 関東支社 食品営業部 市販用冷凍食品二課 課長役 光富 健 

開発部 商品企画グループ 業務用食品課 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 吉川 晃 

開発部 商品企画グループ 加工食品課 課長 アイシア㈱ 課長役 岡田 淳子 

開発部 商品設計グループ 市販用冷凍食品課 課長 開発部 統括課 課長 本多 真基 

事業管理部 水産管理課 課長 水産商事ユニット 企画開発部 管理課 課長役 山本 誠 

事業管理部 海外管理課 副部長兼課長 海外ユニット 海外業務管理部 欧米管理課 副部長兼課長 山本 健夫 

事業管理部 食品管理課 課長 大都魚類㈱ 課長役 岩見 祐基 

事業管理部 食材流通管理課 副部長兼課長 水産商事ユニット 企画開発部 管理課 課長 安藤 芳人 

事業管理部 畜産管理課 課長 畜産ユニット 畜産第二部 管理課 課長 尾上 靖 

事業管理部 販売システムプロジェクト課 副部長兼課長 情報システム部 新販売プロジェクト課 課長 猪俣 裕之 

生産管理部 生産企画課 副部長兼課長 大江工場 製造二課 副部長兼課長 岡迫 裕文 

ロジスティクス部 物流企画課 課長 ロジスティクス部 物流企画課 課長役 佐伯 淳一 

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

水産商事ユニット 水産第一部 凍魚加工一課 副部長兼課長 水産商事ユニット 水産第一部 日照駐在員事務所 所長（課） 川中 啓介 

水産商事ユニット 水産第一部 凍魚加工一課 兼 アムステルダム駐

在員事務所 

課長役兼所長 水産商事ユニット 水産第一部 凍魚加工一課 課長役 以南 洋平 

水産商事ユニット 水産第一部 日照駐在員事務所 所長 中部支社 水産営業部 水産課  副部長役 髙志 幸裕 

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 水産第二部 輸入特種課 課長 水産商事ユニット 水産第二部 特種課 課長役 前田 雄一郎 

水産商事ユニット 水産第二部 タコ・イカ課 副部長兼課長 九州支社 水産営業部 えび課 副部長兼課長 堀江 哲也 

水産商事ユニット 水産第三部 えび一課 副部長兼課長 水産商事ユニット 水産第三部 えび一課 課長 森 考太郎 

水産商事ユニット 水産第三部 えび二課 課長 水産商事ユニット 水産第三部 えび二課 課長役 治田 秀民 

水産商事ユニット 鮮魚・まぐろ部 冷凍まぐろ課 副部長兼課長 水産商事ユニット 水産第二部 まぐろ課 副部長役 山中 聡 

水産商事ユニット 鮮魚・まぐろ部 鮮魚・まぐろ課 副部長兼課長 水産商事ユニット 戦略販売第二部 流通加工課 副部長兼課長 岡本 容昌 

海外ユニット 海外戦略販売部 海外事業一課 課長 海外ユニット 海外戦略販売部 原料輸出課 課長 横沢 宗寿 

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 海外ユニット 海外戦略販売部 海外事業一課 課長役 八木 治子 

海外ユニット 海外戦略販売部 原料輸出課 課長 海外ユニット 海外戦略販売部 原料輸出課 課長役 後藤 普 

海外ユニット 北米事業部 すりみ課 副部長兼課長 海外ユニット 北米事業一部 すりみ課 副部長兼課長 黒木 敬 

海外ユニット 北米事業部 飼料原料課 課長 海外ユニット 北米事業一部 飼料原料課 課長 西井 元 

海外ユニット 北米事業部 かに課 副部長兼課長 海外ユニット 北米事業二部 かに課 副部長兼課長 黒木 清典 

海外ユニット 北米事業部 魚卵課 副部長兼課長 海外ユニット 北米事業二部 魚卵課 副部長役 諏訪 剛 

加工食品ユニット 市販用冷凍食品部 事業企画課 課長 開発部 商品企画グループ 市販用冷凍食品課 課長 林 聡史 

加工食品ユニット 市販用冷凍食品部 生産業務課 副部長兼課長 生産管理部 生産企画課 副部長兼課長 添田 博 

加工食品ユニット 農産加工室 副部長 家庭用冷凍食品ユニット 農産加工室 副部長役 中村 洋介 

加工食品ユニット チルド食品事業部 デザート課 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 櫻井 信一 

加工食品ユニット 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 事業推進課 課長役 長野 孝俊 

食材流通ユニット フードサービス流通事業部 外食一課 副部長兼課長 水産商事ユニット 戦略販売第二部 外食一課 課長 矢野 裕紀 

食材流通ユニット フードサービス流通事業部 外食二課 課長 関西支社 水産営業部 外食課 課長 日下 雅仁 

食材流通ユニット 生協・無店舗営業部 管理課 課長 業務用食品ユニット 無店舗営業部 管理課 課長役 藏野 充久 

食材流通ユニット 生協・無店舗営業部 販売一課 課長 業務用食品ユニット 無店舗営業部 販売三課 課長役 松岡 信明 

食材流通ユニット メディケア・コントラクト営業部 管理課 課長 業務用食品ユニット メディケア営業部 営業企画課 課長役 川又 康弘 

食材流通ユニット メディケア・コントラクト営業部 事業企画課 課長 業務用食品ユニット メディケア営業部 営業企画課 課長 増田 義彦 

食材流通ユニット メディケア・コントラクト営業部 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 阿部 裕介 

食材流通ユニット メディケア・コントラクト営業部 販売一課  課長 水産商事ユニット 関東水産営業部 水産課 課長役 菊池 仁 

食材流通ユニット メディケア・コントラクト営業部 販売二課  課長 業務用食品ユニット メディケア営業部 営業企画課 課長役 小林 大介 

食材流通ユニット 業務用流通事業部 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 調理加工課 課長 部屋 朋成 

北海道支社 食材流通部 業務水産課 課長 北海道支社 水産営業部 水産課 課長役 直原 大輔 

北海道支社 食材流通部 業務食品課 課長 水産商事ユニット 戦略販売第二部 外食二課 課長 久米 裕介 

東北支社 食材流通部 業務水産課 営業部長兼課長 東北支社 水産営業部 水産課  営業部長兼課長 佐々木 広志 

東北支社 食材流通部 業務食品課 課長 東北支社 食品営業部 業務用食品課 課長 穂苅 裕地 

東北支社 食品営業部 加工食品課 課長 関西支社 食品営業部 加工食品課 課長 小林 政樹 
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東北支社 食品営業部 市販用冷凍食品課 営業部長兼課長 関東支社 食品営業部 市販用冷凍食品一課 副部長兼課長 佐々木 俊伸 

東北支社 食品営業部 盛岡営業所 所長 東北支社 食品営業部 盛岡営業所 課長役 森 恵介 

関東支社 食材流通部 営業部長 関東支社 食品営業部 営業部長 近藤 裕司 

関東支社 食材流通部 業務水産課 副部長兼課長 水産商事ユニット 関東水産営業部 水産課 副部長兼課長 宇佐美 貴司 

関東支社 食材流通部 業務食品一課 課長 中四国支社 食品営業部 業務用食品課 課長 根本 宗昭 

関東支社 食材流通部 業務食品二課 課長 関東支社 食品営業部 業務用食品二課 課長 竹下 忠輝 

関東支社 食材流通部 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 副部長兼課長 平林 桂子 

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 安原 万裕 

関東支社 食品営業部 市販用冷凍食品二課 課長 中四国支社 食品営業部 四国支店 支店長 藤山 和也 

関東支社 食品営業部 北関東支店 支店長 中部支社 食品営業部 業務用食品課 課長 安藤 浩 

中部支社 食材流通部 業務水産課  副部長兼課長 中部支社 水産営業部 水産課  営業部長兼課長 須藤 隆也 

中部支社 食材流通部 業務食品課 課長 中部支社 食品営業部 業務用食品課 課長役 高畑 光之 

中部支社 食材流通部 リテール販売課  課長 中部支社 水産営業部 戦略販売課  課長 加藤 光洋 

関西支社 総務課 副部長兼課長 広域営業部 営業企画課 副部長兼課長 宮原 通雄 

関西支社 食材流通部 業務水産課  副部長兼課長 水産商事ユニット 水産第三部 えび二課 副部長兼課長 清水 創 

関西支社 食材流通部 業務食品課 営業部長役兼課長 関西支社 食品営業部 業務用食品課 営業部長兼課長 小林 一之 

関西支社 食材流通部 畜産課 課長 関西支社 食品営業部 畜産課 課長 粕谷 信吾 

関西支社 食材流通部 量販・生協課 副部長兼課長 関西支社 水産営業部 量販・生協課 副部長兼課長 吉開 一登 

関西支社 食材流通部 外食課 課長 水産商事ユニット 水産第一部 鮭鱒課 課長役 志村 武史 

関西支社 食品営業部 営業部長 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 水迫 力 

関西支社 食品営業部 加工食品課 課長 東北支社 食品営業部 加工食品課 課長 小河原 眞 

関西支社 食品営業部 市販用冷凍食品課 課長 関西支社 食品営業部 市販用冷凍食品一課 課長 小畑 康仁 

中四国支社 総務課 副部長兼課長 畜産ユニット 畜産第二部 管理課 副部長役 平原 弘志 

中四国支社 食材流通部 業務水産課  課長 中四国支社 水産営業部 水産課  課長役 高橋 弘樹 

中四国支社 食材流通部 業務食品課 課長 中四国支社 食品営業部 業務用食品課 課長役 宇多 良隆 

中四国支社 食品営業部 加工食品課 営業部長兼課長 中四国支社 食品営業部 加工食品課 課長 小林 純也 

中四国支社 食品営業部 市販用冷凍食品課 課長 中四国支社 食品営業部 市販用冷凍食品課 課長役 宮﨑 洋 

中四国支社 食品営業部 四国支店 支店長 関西支社 食品営業部 市販用冷凍食品二課 課長役 大谷 政史 

九州支社 食材流通部 業務水産課  副部長兼課長 中部支社 水産営業部 水産課  副部長役 石井 武夫 

九州支社 食材流通部 業務食品課 課長 九州支社 食品営業部 業務用食品課 課長 米山 健太 

九州支社 食品営業部 営業部長 九州支社 食品営業部 チルド食品課 副部長兼課長 長谷川 孝成 

九州支社 食品営業部 チルド食品課 課長 九州支社 食品営業部 チルド食品課 課長役 松藤 優 

九州支社 食品営業部 南九州支店 支店長 関東支社 食品営業部 北関東支店 支店長 星野 正巳 

広域営業部 第三課 副部長兼課長 中四国支社 食品営業部 市販用冷凍食品課 副部長兼課長 釜鳴 堅一 

広域営業部 営業企画課 課長 広域営業部 営業企画課 課長役 山口 美和 

新石巻工場 生産管理課 課長 開発部 商品設計グループ 市販用冷凍食品課 課長 水野 拓也 

白鷹工場 品質管理課 課長 家庭用加工食品ユニット ㈱マルハニチロ山形 課長役 大寺 孝文 

白鷹工場 製造課 課長 白鷹工場 品質管理課 課長 大軒 徹也 

大江工場 品質管理課 課長 宇都宮工場 品質管理課 課長 高橋 昭弘 
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大江工場 製造一課 副部長兼課長 大江工場 製造一課 課長 富山 剛大 

大江工場 製造二課 課長 新石巻工場 生産管理課 課長 貞閑 智範 

宇都宮工場 品質管理課 課長 品質保証部 品質管理課 課長役 小野 嘉洋 

宇都宮工場 冷凍食品課 課長 宇都宮工場 冷凍食品課 課長役 田平 英敏 

群馬工場 品質管理課 課長 品質保証部 表示規格課 課長役 佐々木 勇人 

群馬工場 製造課 課長 群馬工場 製造課 課長役 山内 満 

広島工場 製造課 課長 広島工場 生産管理課 課長 山本 裕次郎 

広島工場 生産管理課 課長 ㈱マルハニチロ九州 課長役 遠藤 重人 

下関工場 乾燥食品課 副工場長兼課長 化成ユニット 調味料乾燥食品事業部 事業推進課 副部長兼課長 中村 隆信 

 

 

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 

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

mailto:koho@maruha-nichiro.co.jp

