
 

ニチレイグループ 

 

1．ニチレイフーズ 

（1）組織変更 

[1] 廃止（2016年 3月 31日付） 

・事業推進部を廃止。 

※事業推進部の機能は経営企画部に移管。 

[2] 新設（2016年 4月 1日付） 

・生産統括部に船橋第三工場を新設。 

※ニチレイフーズが千葉畜産工業を吸収合併することに伴い、船橋第三工場を新設。 

・国際事業部にアセロラ事業推進部を新設。 

※ニチレイフーズがニチレイスーコを吸収合併することに伴い、アセロラ事業推進部を新設。 

・広域事業部に広域営業第三部を新設。 

※得意先を基軸とした営業体制の再編に伴い、広域営業第三部を新設。 

・業務用事業部に業務用広域営業部を新設。 

※広域事業部が有していた業務用の営業機能を業務用事業部に移管。 

[3] 名称変更（2016年 4月 1日付） 

・海外調達部から商品調達部へ名称を変更。 

（2）人事異動 

[1] 役員退任（2016年 3月 31日付） 

 常務執行役員 研究開発部・技術戦略部管掌 素材調達部・海外調達部担当 生産統括部長 和田 秀実 

執行役員 ブランド推進部長 石川 裕一 

[2] 役員委嘱事項変更（2016年 4月 1日付） 

 経営企画部・研究開発部・技

術戦略部・生産統括部管掌 

大櫛 顕也（旧職：事業推進部・海外調達部管掌 経営企画部長） 

※取締役常務執行役員 ブランド推進部・人事部・管理部・国際事業部管掌は継続 

国際事業部長 篠原 利和（旧職：家庭用事業部長） 

※執行役員は継続 

家庭用事業部長 竹永 雅彦（旧職：生産統括部生産戦略部長兼生産管理部長） 

※執行役員は継続 

生産統括部長 加藤 達志（旧職：生産統括部船橋工場長兼船橋第二工場長） 

※執行役員は継続 

[3] 役員新任（2016年 4月 1日付） 

執行役員 経営企画部長 栗林 秀生 

※管理部長は継続 

執行役員 生産統括部生産管理部長 中野 泰寿 

[4] その他の人事異動（2016年 4月 1日付） 

ブランド推進部長 杉原 伸郎（旧職：事業推進部長） 

生産統括部生産戦略部長 平岡 省二 

生産統括部白石工場長 山本 靖祐 

生産統括部船橋工場長 若松 新吾（旧職：生産統括部長崎工場長） 

生産統括部船橋第二工場長 山根 公平 

生産統括部船橋第三工場長 瓜生 登 

生産統括部長崎工場長 大石 雅寛 

商品調達部長 北村 次郎（旧職：九州支社長） 

国際事業部国際事業開発部長 有田 博之 

国際事業部アセロラ事業推進部長 石川 芳 

広域事業部広域営業第二部長 鈴木 彰（旧職：海外調達部長） 



 

広域事業部広域営業第三部長 網倉 良孝 

業務用事業部業務用商品部長 橋山 暢祐 

業務用事業部業務用広域営業部長 相庭 理香子（旧職：広域事業部広域営業第二部長） 

九州支社長 小山 智康（旧職：業務用事業部業務用商品部長） 

[5] 役員退任（2016年 6月 20日付） 

監査役 宮腰 保志 

[6] 役員新任（2016年 6月 20日付） 

監査役 富永 亜矢 

 

２．ニチレイロジグループ本社 

（1）組織変更 

[1] 廃止（2016年 3月 31日付） 

・営業推進部を廃止。 

[2] 統合（2016年 4月 1日付） 

・技術部と情報企画部を統合し、技術情報企画部とする。 

[3] 新設（2016年 4月 1日付） 

・業務革新推進部を新設する。 

（2）人事異動 

[1] 役員退任（2016年 3月 31日付） 

常務執行役員 酒井 昭司 

[2] 役員委嘱事項変更（2016年 4月 1日付） 

技術情報企画部長 秋山 真人（旧職：人事部長） 

※取締役専務執行役員は継続 

業務革新推進部長 小関 孝訓 

※執行役員は継続 

[3] 役員新任（2016年 4月 1日付） 

執行役員 濵田 茂樹 

[4] その他の人事異動（2016年 4月 1日付） 

人事部長 村松 和典（旧職：人事部・部長） 

技術情報企画部・部長 片岡 幹雄（旧職：情報企画部長） 

技監 井藤 勉（旧職：技術部長） 

[5] 役員退任（2016年 6月 17日付） 

常勤監査役 岡田 潔 

監査役 花田 大介 

[6] 役員新任（2016年 6月 17日付） 

常勤監査役 石川 善三 

監査役 栗原 智行 

 

2016年 4月 1日時点 役員等人事体制 

【ニチレイ】 

役  職 氏  名 

代表取締役会長 村井 利彰 

代表取締役社長 CSR本部長 大谷 邦夫 

取締役執行役員 中村 隆 



 

役  職 氏  名 

取締役執行役員 池田 泰弘 

取締役執行役員 松田 浩 

取締役執行役員 品質保証部管掌 技術戦略企画部長 大内山 俊樹 

取締役執行役員 CSR 本部副本部長 経営監査部・事業経営支援部・法務部・人事総務部・財務

IR部・経理部・広報部管掌 経営企画部長 

田口 巧 

取締役執行役員 金子 義史 

社外取締役 判治 誠吾 

社外取締役 三品 和広 

社外取締役 谷口 真美 

常勤監査役 荒 剛史 

常勤監査役 海津 和敏 

社外監査役 齊田 國太郎 

社外監査役 植野 道雄 

社外監査役 岡島 正明 

執行役員 経理部担当 財務 IR部長 宇田川 辰雄 

執行役員 広報部担当 事業経営支援部長 三木 一德 

【ニチレイフーズ】 

役  職 氏  名 

代表取締役社長 池田 泰弘 

取締役専務執行役員 物流部・素材調達部・商品調達部・広域事業部・業務用事業部・家庭用事

業部管掌 

左東 賢治 

取締役常務執行役員 経営企画部・ブランド推進部・人事部・研究開発部・技術戦略部・管理部・

生産統括部・国際事業部管掌 

大櫛 顕也 

取締役 大谷 邦夫 

常勤監査役 木村 順 

監査役 宮腰 保志 

監査役 境田 博幸 

執行役員 広域事業部長 畑中 晴彦 

執行役員 首都圏支社長 丸山 雅章 

執行役員 国際事業部長 篠原 利和 

執行役員 研究開発部長 不破 勝利 

執行役員 品質保証部長 川崎 順司 

執行役員 業務用事業部長 福本 雅志 

執行役員 家庭用事業部長 竹永 雅彦 

執行役員 生産統括部長 加藤 達志 

執行役員 経営企画部長兼管理部長 栗林 秀生 

執行役員 生産統括部生産管理部長 中野 泰寿 

【ニチレイロジグループ本社】 

役  職 氏  名 



 

役  職 氏  名 

代表取締役社長 松田 浩 

取締役専務執行役員 技術情報企画部長 秋山 真人 

取締役常務執行役員 滋野 泰也 

取締役執行役員 経営企画部長 桑原 高明 

取締役 大谷 邦夫 

常勤監査役 岡田 潔 

監査役 花田 大介 

監査役 大鹿 由範 

執行役員 鈴木 一央 

執行役員 高松 浩司 

執行役員 業務革新推進部長 小関 孝訓 

執行役員 池田 忠男 

執行役員 海外事業推進部長 羽津 元之 

執行役員 事業管理部長兼品質安全管理部長 岸 一 

執行役員  中村 俊文 

執行役員 北村 聡 

執行役員 梅澤 一彦 

執行役員 葛原 雅人 

執行役員 濵田 茂樹 

【ニチレイロジグループ 主要会社】 

役  職 氏  名 

ロジスティクス・ネットワーク 代表取締役社長 滋野 泰也 

NK トランス 代表取締役社長 北村 聡 

ニチレイ・ロジスティクス北海道 代表取締役社長 葛原 雅人 

ニチレイ・ロジスティクス東北 代表取締役社長 堀内 博文 

ニチレイ・ロジスティクス関東 代表取締役社長 池田 忠男 

キョクレイ 代表取締役社長 中村 俊文 

ニチレイ・ロジスティクス東海 社長執行役員 濵田 茂樹 

ニチレイ・ロジスティクス関西 社長執行役員 梅澤 一彦 

ニチレイ・ロジスティクス中四国 代表取締役社長 赤松 修 

ニチレイ・ロジスティクス九州 代表取締役社長 高松 浩司 

ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング 代表取締役社長 鈴木 一央 

※ ニチレイ・ロジスティクス東海 濵田茂樹社長執行役員、ニチレイ・ロジスティクス関西 梅澤一彦社長執行役員は、株主

総会後代表取締役社長に就任予定。 

 

2016年 6月 20日時点 役員等人事体制 

【ニチレイフーズ】 

役  職 氏  名 

代表取締役社長 池田 泰弘 



 

役  職 氏  名 

取締役専務執行役員 物流部・素材調達部・商品調達部・広域事業部・業務用事業部・家庭用事

業部管掌 

左東 賢治 

取締役常務執行役員 経営企画部・ブランド推進部・人事部・研究開発部・技術戦略部・管理部・

生産統括部・国際事業部管掌 

大櫛 顕也 

取締役 大谷 邦夫 

常勤監査役 木村 順 

監査役 境田 博幸 

監査役 富永 亜矢 

執行役員 広域事業部長 畑中 晴彦 

執行役員 首都圏支社長 丸山 雅章 

執行役員 国際事業部長 篠原 利和 

執行役員 研究開発部長 不破 勝利 

執行役員 品質保証部長 川崎 順司 

執行役員 業務用事業部長 福本 雅志 

執行役員 家庭用事業部長 竹永 雅彦 

執行役員 生産統括部長 加藤 達志 

執行役員 経営企画部長兼管理部長 栗林 秀生 

執行役員 生産統括部生産管理部長 中野 泰寿 

【ニチレイロジグループ本社】 

役  職 氏  名 

代表取締役社長 松田 浩 

取締役専務執行役員 技術情報企画部長 秋山 真人 

取締役常務執行役員 滋野 泰也 

取締役執行役員 経営企画部長 桑原 高明 

取締役 大谷 邦夫 

常勤監査役 石川 善三 

監査役 大鹿 由範 

監査役 栗原 智行 

執行役員 鈴木 一央 

執行役員 高松 浩司 

執行役員 業務革新推進部長 小関 孝訓 

執行役員 池田 忠男 

執行役員 海外事業推進部長 羽津 元之 

執行役員 事業管理部長兼品質安全管理部長 岸 一 

執行役員 中村 俊文 

執行役員 北村 聡 

執行役員 梅澤 一彦 

執行役員 葛原 雅人 

執行役員 濵田 茂樹 



 

【ニチレイロジグループ 主要会社】 

役  職 氏  名 

ロジスティクス・ネットワーク 代表取締役社長 滋野 泰也 

NK トランス 代表取締役社長 北村 聡 

ニチレイ・ロジスティクス北海道 代表取締役社長 葛原 雅人 

ニチレイ・ロジスティクス東北 代表取締役社長 堀内 博文 

ニチレイ・ロジスティクス関東 代表取締役社長 池田 忠男 

キョクレイ 代表取締役社長 中村 俊文 

ニチレイ・ロジスティクス東海 代表取締役社長 濵田 茂樹 

ニチレイ・ロジスティクス関西 代表取締役社長 梅澤 一彦 

ニチレイ・ロジスティクス中四国 代表取締役社長 赤松 修 

ニチレイ・ロジスティクス九州 代表取締役社長 高松 浩司 

ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング 代表取締役社長 鈴木 一央 

 

 

 


