
 

ニチレイグループ 

Ⅰ．ニチレイ 

同社の 2017年 6月の役員の異動については、2017年 6月開催予定の第 99期定時株主総会および同株主総会後 

に開催される取締役会において正式に決定される予定。 

1. 人事異動 

（１）役員委嘱事項の変更（2017年 4月 1日付） 

技術戦略企画部管掌 大内山 俊樹（旧職：技術戦略企画部長） 

※取締役執行役員 品質保証部管掌は継続 

（２）その他の異動（2017年 4月 1日付） 

技術戦略企画部長 川崎 順司 ※旧職等、ニチレイフーズ人事異動参照 

経理部・部長 大渕 正 

（３）役員退任（2017年 6月） 

取締役執行役員 池田 泰弘 ※旧職等、ニチレイフーズ人事異動参照 

取締役執行役員 品質保証部・技術戦略企画部管掌 

  大内山 俊樹 

常勤監査役 荒 剛史 

（４）役員新任（2017年 6月） 

取締役執行役員 大櫛 顕也 ※旧職等、ニチレイフーズ人事異動参照 

取締役執行役員 品質保証部管掌 

  川崎 順司 

※技術戦略企画部長は継続 

常勤監査役 滋野 泰也 ※旧職等、ニチレイロジグループ本社人事異動参照 

執行役員 狩野 豊 

※人事総務部長は継続 

Ⅱ．ニチレイグループ各社 

ニチレイグループ各社の 2017年 6月の役員の異動については、2017年 6月開催予定の各社定時株主総会および 

同株主総会後に開催される取締役会において正式に決定される予定。 

１．ニチレイフーズ 

（１）組織変更 

［1］再編（2017年 4月 1日付） 

・ブランド推進部を廃止し、対外広報を担当する広報グループを経営企画部に、内部広報機能を担当する 

ハミダス推進グループを人事部に移管。 

・商品調達部を廃止し、農産調達部を設置。 

・生産統括部生産管理部を、生産統括部国内生産管理部と生産統括部海外生産管理部に再編。 

 

 



 

（２）人事異動 

［1］役員退任（2017年 3月 31日付） 

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 品質保証部長 川崎 順司 

［2］役員委嘱事項変更（2017年 4月 1日付） 

取締役会長 池田 泰弘（旧職：代表取締役社長） 

代表取締役社長 大櫛 顕也（旧職：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） 

取締役 左東 賢治（旧職：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） 

常務執行役員 国際事業部国際事業開発部長 

  篠原 利和（旧職：執行役員） 

※国際事業部長は継続 

常務執行役員 物

流部管掌 

福本 雅志（旧職：執行役員） 

※業務用事業部長は継続 

常務執行役員 素材調達部・農産調達部管掌 

  竹永 雅彦（旧職：執行役員） 

※家庭用事業部長は継続 

品質保証部長 加藤 達志（旧職：生産統括部長） 

※執行役員は継続 

生産統括部長兼生産統括部海外生産管理部長 

  中野 泰寿（旧職：生産統括部生産管理部長） 

※執行役員は継続 

［3］役員新任（2017年 4月 1日付） 

執行役員 広域事業部長 北村 次郎（旧職：商品調達部長） 

執行役員 生産統括部生産戦略部長兼生産統括部国内生産管理部長 

  大石 聡（旧職：生産統括部関西工場長） 

執行役員 首都圏支社長 松尾 哲哉（旧職：物流部長） 

［4］その他の異動（2017年 4月 1日付） 

物流部長 徳山 寧（旧職：中部支社長） 

生産統括部森工場長 宮本 亮子 

生産統括部山形工場長 山根 公平（旧職：生産統括部船橋第二工場長） 

生産統括部船橋第二工場長 高橋 克彰 

生産統括部船橋第三工場長 坂上 貴義 

生産統括部関西工場長 平岡 省二（旧職：生産戦略部長） 

農産調達部長 木村 直司 

国際事業部アセロラ事業推進部長 

  有田 博之（旧職：国際事業部国際事業開発部長） 

家庭用事業部ウエルネス部長 柴田 雅浩 

※家庭用事業部家庭用商品部長は継続 

東北支社長 滝 英明 

中部支社長 水高 清明（旧職：東北支社長） 

経営企画部・部長 梅沢 和之 

研究開発部・部長 杉原 伸郎（旧職：ブランド推進部長） 

管理部・部長 山本 友紀（旧職：生産統括部森工場長） 

  



 

［5］役員退任（2017年 6月） 

取締役 左東 賢治 

※常勤顧問に就任 

常勤監査役 木村 順 

監査役 境田 博幸 

［6］役員新任（2017年 6月） 

常勤監査役 瀬尾 広明 

監査役 長谷川 和寛 

２．ニチレイフレッシュ 

（１）組織変更 

［1］新設（2017年 4月 1日付） 

・事業推進部を新設。 

（２）人事異動 

［1］役員委嘱事項変更（2017年 4月 1日付） 

取締役 山田 達男（旧職：取締役専務執行役員 品質保証部管掌 管理部長） 

取締役 出口 達也（旧職：常務執行役員 水産事業部長） 

専務執行役員 福元 勝志（旧職：常務執行役員 海外事業部長） 

※経営企画部長は継続 

常務執行役員 水産事業部長 西本 直樹（旧職：執行役員 広域営業部長） 

事業推進部長 松本 素（旧職：東日本支社長） 

※執行役員は継続 

［2］役員新任（2017年 4月 1日付） 

執行役員 東日本支社長 古屋 博章（旧職：西日本支社長） 

執行役員 管理部長 柳沢 健二（旧職：ニチレイ財務 IR部・部長） 

執行役員 奥河 卓司 

※品質保証部長は継続 

執行役員 海外事業部長 家永 圭太 

［3］その他の異動（2017年 4月 1日付） 

広域営業部長 七澤 正市 

西日本支社長 澤崎 元 

［4］役員退任（2017年 6月） 

取締役 山田 達男 

取締役 出口 達也 

常勤監査役 皆川 茂 

監査役 大渕 正 

［5］役員新任（2017年 6月） 

取締役 福元 勝志 

※専務執行役員 経営企画部長は継続 

常勤監査役 出口 達也 

監査役 高橋 一成 



 

３．ニチレイロジグループ本社 

（１）人事異動 

［1］役員委嘱事項変更（2017年 4月 1日付） 

取締役専務執行役員 秋山 真人（旧職：取締役専務執行役員 技術情報企画部長） 

取締役 滋野 泰也（旧職：取締役常務執行役員） 

取締役常務執行役員 桑原 高明（旧職：取締役執行役員） 

※経営企画部長は継続 

常務執行役員 人事部長兼品質安全管理部長 

  小関 孝訓（旧職：執行役員 業務革新推進部長） 

常務執行役員 業務革新推進部長兼技術情報企画部長 

  梅澤 一彦（旧職：執行役員） 

常務執行役員 

（兼務解消） 

濵田 茂樹（旧職：執行役員） 

岸 一（旧職：品質安全管理部長） 

※執行役員 事業管理部長は継続 

［2］役員新任（2017年 4月 1日付） 

執行役員 堀内 博文 

［3］その他の異動（2017年 4月 1日付）  

事業開発部長 藤川 広志 

［4］役員退任（2017年 6月） 

取締役 滋野 泰也 

監査役 大鹿 由範 

［5］役員新任（2017年 6月） 

取締役 小関 孝訓 

※常務執行役員は継続 

取締役 梅澤 一彦 

※常務執行役員は継続 

監査役 高橋 一成 

４．ニチレイバイオサイエンス 

（１）人事異動 

［1］その他の異動（2017年 4月 1日付） 

品質保証部・部長 平松 良樹 

技術生産部・部長 服巻 克之 

［2］役員退任（2017年 6月） 

監査役 大渕 正 

［3］役員新任（2017年 6月） 

監査役 長谷川 和寛 

 

 

 

 

 



 

2017年 4月 1日時点 役員等人事体制（予定） 

【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 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・技術戦略企画部管掌 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・経営企画部・法務部・人

事総務部・財務 IR部・経理部・広報部管掌 

田口 巧 

取締役執行役員 金子 義史 

社外取締役 谷口 真美 

社外取締役 鵜澤 静 

社外取締役 鰐渕 美恵子 

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 岡島 正明 

社外監査役 長野 和郎 

執行役員 財務 IR部長 宇田川 辰雄 

執行役員 事業経営支援部長兼経営企画部長 三木 一德 

執行役員 武永 正人 

【ニチレイフーズ】 

役  職 氏  名 

取締役会長 池田 泰弘 

代表取締役社長 大櫛 顕也 

取締役 左東 賢治 

取締役 大谷 邦夫 

常勤監査役 木村 順 



 

役  職 氏  名 

監査役 境田 博幸 

監査役 富永 亜矢 

常務執行役員 国際事業部長兼国際事業部国際事業開発部長 篠原 利和 

常務執行役員 物流部管掌 業務用事業部長 福本 雅志 

常務執行役員 素材調達部・農産調達部管掌 家庭用事業部長 竹永 雅彦 

執行役員 研究開発部長 不破 勝利 

執行役員 品質保証部長 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 生産統括部長兼生産統括部海外生産管理部長 中野 泰寿 

執行役員 広域事業部長 北村 次郎 

執行役員 生産統括部生産戦略部長兼国内生産管理部長 大石 聡 

執行役員 首都圏支社長 松尾 哲哉 

【ニチレイフレッシュ】 

役  職 氏  名 

代表取締役社長 金子 義史 

取締役 山田 達男 

取締役 出口 達也 

取締役 大谷 邦夫 

常勤監査役 皆川  茂 

監査役 大渕 正 

監査役 柳沢 邦広 

専務執行役員 経営企画部長 福元 勝志 

常務執行役員 畜産事業部長 冨樫 幸男 

常務執行役員 水産事業部長 西本 直樹 

執行役員 事業推進部長 松本 素 

執行役員 東日本支社長 古屋 博章 

執行役員 管理部長 柳沢 健二 



 

役  職 氏  名 

執行役員 品質保証部長 奥河 卓司 

執行役員 海外事業部長 家永 圭太 

【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 秋山 真人 

取締役 滋野 泰也 

取締役常務執行役員 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 

常務執行役員 人事部長兼品質安全管理部長 小関 孝訓 

常務執行役員 業務革新推進部長兼技術情報企画部長 梅澤 一彦 

常務執行役員 濵田 茂樹 

執行役員 鈴木 一央 

執行役員 高松 浩司 

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 岸 一 

執行役員 中村 俊文 

執行役員 北村 聡 

執行役員 葛原 雅人 

執行役員 堀内 博文 

【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 社長執行役員 濵田 茂樹 



 

役  職 氏  名 

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 社長執行役員 佐野 義則 

ニチレイ・ロジスティクス東北 社長執行役員 池田 雅人 

ニチレイ・ロジスティクス関東 社長執行役員 葛原 雅人 

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 堀内 博文 

ニチレイ・ロジスティクス関西 社長執行役員 池田 忠男 

ニチレイ・ロジスティクス中四国 社長執行役員 大西 喜昭 

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 

※ロジスティクス・ネットワーク 濵田茂樹社長執行役員、ニチレイ・ロジスティクス北海道  佐野義則社長執行役員、 

ニチレイ・ロジスティクス東北 池田雅人社長執行役員、ニチレイ・ロジスティクス関東  葛原雅人社長執行役員、 

ニチレイ・ロジスティクス東海 堀内博文社長執行役員、ニチレイ・ロジスティクス関西  池田忠男社長執行役員、 

ニチレイ・ロジスティクス中四国 大西社長執行役員は、株主総会後代表取締役社長に就任予定 

【ニチレイバイオサイエンス】 

役  職 氏  名 

取締役会長 機能性素材事業部管掌 中村 隆 

代表取締役社長 分子診断薬事業部・迅速診断薬事業部管掌 武永 正人 

取締役常務執行役員 開発センター所長兼研究開発部長 大林 弘一 

監査役 大渕 正 

執行役員 技術生産部長 佐藤 成二 

執行役員 品質保証部長 安田 和彦 

執行役員 企画管理部長兼バイオ医薬品原料事業部長 中村 充 

2017年 6月末時点 役員等人事体制（予定） 

【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 松田 浩 



 

役  職 氏  名 

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・経営企画部・法務部・人

事総務部・財務 IR部・経理部・広報部管掌 

田口 巧 

取締役執行役員 金子 義史 

取締役執行役員 大櫛 顕也 

取締役執行役員 品質保証部管掌 技術戦略企画部長 川崎 順司 

社外取締役 谷口 真美 

社外取締役 鵜澤 静 

社外取締役 鰐渕 美恵子 

常勤監査役 海津 和敏 

常勤監査役 滋野 泰也 

社外監査役 齊田 國太郎 

社外監査役 岡島 正明 

社外監査役 長野 和郎 

執行役員 財務 IR部長 宇田川 辰雄 

執行役員 事業経営支援部長兼経営企画部長 三木 一德 

執行役員 武永 正人 

執行役員 人事総務部長 狩野 豊 

【ニチレイフーズ】 

役  職 氏  名 

取締役会長 池田 泰弘 

代表取締役社長 大櫛 顕也 

取締役 大谷 邦夫 

常勤監査役 瀬尾 広明 

監査役 富永 亜矢 

監査役 長谷川 和寛 

常務執行役員 国際事業部長兼国際事業部国際事業開発部長 篠原 利和 

常務執行役員 物流部管掌 業務用事業部長 福本 雅志 



 

役  職 氏  名 

常務執行役員 素材調達部・農産調達部管掌 家庭用事業部長 竹永 雅彦 

執行役員 研究開発部長 不破 勝利 

執行役員 品質保証部長 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 生産統括部長兼生産統括部海外生産管理部長 中野 泰寿 

執行役員 広域事業部長 北村 次郎 

執行役員 生産統括部生産戦略部長兼国内生産管理部長 大石 聡 

執行役員 首都圏支社長 松尾 哲哉 

【ニチレイフレッシュ】 

役  職 氏  名 

代表取締役社長 金子 義史 

取締役専務執行役員 経営企画部長 福元 勝志 

取締役 大谷 邦夫 

常勤監査役 出口 達也 

監査役 柳沢 邦広 

監査役 高橋 一成 

常務執行役員 畜産事業部長 冨樫 幸男 

常務執行役員 水産事業部長 西本 直樹 

執行役員 事業推進部長 松本 素 

執行役員 東日本支社長 古屋 博章 

執行役員 管理部長 柳沢 健二 

執行役員 品質保証部長 奥河 卓司 

執行役員 海外事業部長 家永 圭太 

【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 秋山 真人 



 

役  職 氏  名 

取締役常務執行役員 経営企画部長 桑原 高明 

取締役常務執行役員 人事部長兼品質安全管理部長 小関 孝訓 

取締役常務執行役員 業務革新推進部長兼技術情報企画部長 梅澤 一彦 

取締役 大谷 邦夫 

常勤監査役 石川 善三 

監査役 栗原 智行 

監査役 高橋 一成 

常務執行役員 濵田 茂樹 

執行役員 鈴木 一央 

執行役員 高松 浩司 

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 岸 一 

執行役員 中村 俊文 

執行役員 北村 聡 

執行役員 葛原 雅人 

執行役員 堀内 博文 

【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 濵田 茂樹 

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 佐野 義則 

ニチレイ・ロジスティクス東北 代表取締役社長 池田 雅人 

ニチレイ・ロジスティクス関東 代表取締役社長 葛原 雅人 

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 堀内 博文 

ニチレイ・ロジスティクス関西 代表取締役社長 池田 忠男 



 

役  職 氏  名 

ニチレイ・ロジスティクス中四国 代表取締役社長 大西 喜昭 

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 

【ニチレイバイオサイエンス】 

役  職 氏  名 

取締役会長 機能性素材事業部管掌 中村 隆 

代表取締役社長 分子診断薬事業部・迅速診断薬事業部管掌 武永 正人 

取締役常務執行役員 開発センター所長兼研究開発部長 大林 弘一 

監査役 長谷川 和寛 

執行役員 技術生産部長 佐藤 成二 

執行役員 品質保証部長 安田 和彦 

執行役員 企画管理部長兼バイオ医薬品原料事業部長 中村 充 

 


