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機構改革・会社人事 

 

1. 機構改革： ２０２１年４月１日 

⚫ 漁業・養殖ユニットを分割し、漁業ユニットと養殖ユニットを新設する。 

⚫ 北米・欧州ユニットを海外ユニットに改称し、アジア・オセアニアユニットを海外ユニットに移管する。 

⚫ 畜産商事ユニットを畜産ユニットに改称する。 

⚫ 事業企画部を新設する。 

⚫ 販売統括部を新設する。 

⚫ 水産商事ユニットの水産第四部を廃止して、水産第二部に移管する。 

⚫ 水産商事ユニットのアジア事業部を廃止して、水産第一部、水産第二部に移管する。 

⚫ アジア・オセアニアユニットの海外戦略部を廃止して、海外ユニットの海外業務管理部、海外戦略販売部

を新設する。 

 

2. 会社人事： 

 

発令日： ２０２１年３月３１日 

部署長職等の異動 

 

 

 旧 職 氏  名 

転出（大洋エーアンドエフ㈱） 経営企画部 部長役 長谷川 泰裕 

転出（日本サイロ㈱） 総務部長 坂野 泰弘 

転出（大都魚類㈱） コーポレートコミュニケーション部長 横山 嘉人 

転出（大東通商㈱） 財務部長 後藤 豊彦 

転出（大京魚類㈱） 北米・欧州ユニット 北米事業二部長 上田 和成 

転出（㈱マルハニチロ北日本） 家庭用加工食品ユニット グロッサリー事業部長 福貴迫 芳郎 

転出（大都魚類㈱） 家庭用加工食品ユニット デザート事業部長 寺田 宗彦 

転出（広洋水産㈱） 関東水産営業部長 杉原 祥元 

転出（㈱マルハニチロ山形） 広域営業部長 山田 敦 

転出（㈱マルハニチロ北日本） 北海道支社長 福丸 愼一 

転出（㈱ヤヨイサンフーズ） 東北支社長 斎藤 浩 

２０２１年３月１日 
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発令日： ２０２１年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 中島 昌之 

取締役 専務執行役員 漁業ユニット長 取締役 専務執行役員 粟山 治 

取締役 常務執行役員 物流ユニット長 取締役 常務執行役員 武田 信一郎 

顧問 執行役員 漁業・養殖ユニット長 伊藤 暁 

常務執行役員 養殖、海外 各ユニット長 執行役員 北米・欧州ユニット長 舟木 謙二 

常務執行役員 執行役員 経営企画部長 坂本 透 

執行役員 家庭用加工食品ユニット長 兼 

グロッサリー事業部長 
執行役員 家庭用加工食品ユニット長 天野 秀隆 

執行役員 関東支社長 関東支社長 播谷 純 

執行役員 （ベトナム駐在） アジア・オセアニアユニット 海外戦略部長 山田 英剛 

 

 

部署長職等の異動 

新   職 旧   職 氏  名 

経営企画部長 経営企画部 部長役 足立 克弘 

事業企画部長 経営企画部 副部長役 小関 仁孝 

事業企画部 部長役 アジア・オセアニアユニット 海外戦略部 副部長 春日 尚久 

情報システム部 部長役 情報システム部 副部長 古田 昌代 

総務部長 人事部 副部長  池田 弥央 

コーポレートコミュニケーション部長 水産商事ユニット 水産第四部長 臼田 義之 

コーポレートコミュニケーション部 部長役  コーポレートコミュニケーション部 副部長 小林 悦子 

お客様相談センター長 お客様相談センター 副部長 赤尾 正和 

経理部長 総務部 副部長 中山 誠 

財務部長 財務部 副部長 齋藤 完 

ロジスティクス部 部長役 ㈱ファクト出向 副部長役 奥田 成人 



 

 

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 

〒135-8608 東京都江東区豊洲 3-2-20 
T: 03-6833-0826  F: 03-6833-0506 

販売統括部長 兼 水産商事ユニット 関東水産営

業部長 
水産商事ユニット 水産第二部長 多田 英治 

水産商事ユニット 企画開発部長 アジア・オセアニアユニット 海外戦略部 部長役 西 弘 

水産商事ユニット 水産第二部長 水産商事ユニット アジア事業部長 須藤 邦昭 

水産商事ユニット 戦略販売第二部長 水産商事ユニット 戦略販売第二部 副部長 峠 敏行 

水産商事ユニット 関東水産営業部 部長役 関東水産営業部 副部長役 荻野 理香子 

海外ユニット 海外業務管理部長 水産商事ユニット 企画開発部長 魚田 克彦 

海外ユニット 海外戦略販売部長 水産商事ユニット 戦略販売第二部長 金森 正幸 

海外ユニット 北米事業一部長 
北米・欧州ユニット 北米事業一部 シーフードコネクション出

向 副部長 
河野 政道 

海外ユニット 北米事業一部 マルハキャピタルイ

ンベストメント出向 部長役 
北米・欧州ユニット 北米事業一部長 河田 格 

海外ユニット 北米事業一部 ウエストワードシーフ

ーズ出向 部長役 

北米・欧州ユニット 北米事業一部 ウエストワードシーフー

ズ出向 副部長 
浅上 隆司 

海外ユニット 北米事業二部長 北米・欧州ユニット 北米事業一部 部長役 濱 隆太 

家庭用加工食品ユニット チルド食品事業部長 兼 

デザート事業部長 
家庭用加工食品ユニット チルド食品事業部長 久留米 克志 

業務用食品ユニット 業務用食品部 部長役 業務用食品ユニット CVS統括部長 古美門 実 

業務用食品ユニット CVS統括部長 業務用食品ユニット CVS統括部 副部長 高橋 幸文 

北海道支社長 兼 食品営業部長 関東支社 食品営業部長 村本 泰生 

北海道支社 部長役 兼 水産営業部長  関西支社 部長役 兼 水産営業部長  森岡 孝 

東北支社長 兼 食品営業部長 関西支社 食品営業部長 滝波 昌彦 

関西支社 部長役 兼 水産営業部長 中部支社 部長役 兼 水産営業部長  柴原 浩司 

九州支社 部長役 兼 水産営業部長 北海道支社 水産営業部長  川端 康仁 

広域営業部長 広域営業部 副部長  山下 拓二 

新石巻工場長 新石巻工場長 （副部長） 浜田 敏宏 

宇都宮工場長 宇都宮工場長 （副部長）  平山 修 

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） 
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