
 

明治 

 

▼組織改正 

（発令日：２０１６年４月１日） 

本社 

品質本部 

・「品質戦略部」を「品質審査部」に改称。 

・「品質改革推進部」を新設。 

生産本部 

・「生産一部」と「生産二部」を統合し、「生産部」とする。 

・「技術一部」と「技術二部」を統合し、「技術部」とする。 

・「エンジニアリング一部」と「エンジニアリング二部」を統合し、「エンジニアリング部」とする。 

管理本部 

・知的財産部を廃止。 

研究本部 

・「特許部」を新設。 

営業企画本部 

・「市乳営業本部 CVS営業部」と「加工食品営業本部 CVS営業部」と「菓子営業本部 菓子広域営業一部」を統合し、「CVS営業部」を新設。 

市乳営業本部 

・「CVS営業部」を廃止。 

加工食品営業本部 

・「食品営業部」と「フローズン営業部」を再編し、「乳食品営業部」、「フローズンデザート営業部」、「調理食品営業部」とする。 

・「CVS営業部」を廃止。 

菓子営業本部 



 

・「菓子広域営業一部」と「菓子広域営業二部」を廃止。 

 
支社 

・「北海道支社」と「東北支社」を統合し、「北日本支社」とする。 

・「中四国支社」と「九州支社」を統合し、「西日本支社」とする。 

 
北日本支社 

・「業務部」、「量販一部」、「量販二部」を新設する。 

・「東北支社 市乳営業部」を「北日本支社 市乳営業部」に改称。 

・「東北支社 菓子営業部」を「北日本支社 菓子営業部」に改称。 

・「東北支社 栄養営業部」を「北日本支社 栄養営業部」に改称。 

 
関東支社 

・「量販一部」、「量販二部」、「量販三部」、「量販四部」、「リテールマーケティング部」を新設。 

・「市乳量販一部」と「市乳量販二部」を廃止。 

・「関東宅配営業一部」、「関東宅配営業二部」、「北関東信越市乳営業部」を再編し、「市乳営業一部」、「市乳営業二部」とする。 

・「首都圏菓子営業部」と「北関東信越菓子営業部」を統合し、「菓子営業部」とする。 

 
中部支社 

・「量販部」を新設。 

・「市乳量販部」を廃止。 

・「市乳統括部」と「東海宅配営業部」と「北陸市乳営業部」を統合し、「市乳営業部」とする。 

・「食品営業部」と「フローズン営業部」を統合し、「加工食品営業部」とする。 

・「栄養営業一部」と「栄養営業二部」を統合し、「栄養営業部」とする。 

 



 

関西支社 

・「量販部」を新設。 

・「市乳量販部」を廃止。 

・「市乳統括部」と「関西宅配営業部」を統合し、「市乳営業部」とする。 

 
西日本支社 

・「業務部」、「量販一部」、「量販二部」を新設する。 

・「中四国支社 市乳営業部」と「九州支社 市乳営業部」を統合し、「西日本支社 市乳営業部」とする。 

・「中四国支社 菓子営業部」と「九州支社 菓子営業部」を統合し、「西日本支社 菓子営業部」とする。 

・「中四国支社 栄養営業部」と「九州支社 栄養営業部」を統合し、「西日本支社 栄養営業部」とする。 

 
工場 

・「広島工場」を廃止。 

 

▼役員の委嘱業務の変更 
 

         

（発令日：２０１６年４月１日） 
 

         

氏  名 新   職 旧   職 継 続 職 

石田 邦雄 中国事業推進部長   
常務執行役員 海外事業

本部長 

安部 俊朗 生産本部 技術部長 （生産本部 技術一部長） 執行役員 

出口 廣明 明治フレッシュネットワーク 代表取締役会長 （加工食品営業副本部長、業務商品営業一部長） 執行役員 

堀 淳 栄養営業本部 メディカル栄養営業部長 （栄養営業本部 栄養営業部長） 執行役員 

原田 裕司 生産本部 生産部長 （生産本部 生産一部長） 執行役員 

 
           



 

▼人事異動 
 

          

（発令日：２０１６年４月１日） 
 

         

氏  名 新   職 旧   職 継 続 職 

大竹 秀幸   監査部 副部長   （関西支社 業務部長）   

堀井 裕司   関西支社 業務部長 管理本部 （グループ企画部業務推進Ｇ長）   

鐘ヶ江 穣   明治産業出向   （坂戸工場長）   

島川 豊弘   坂戸工場長   （四国明治出向）   

汐崎 充広   明治ﾁｭｰｲﾝｶﾞﾑ出向   （関西支社 食品営業部長）   

森永 伸之   関西支社 食品営業部長 加工食品営業本部 （フローズン営業部マーケティング１Ｇ長）   

一色 宏之   岡山県食品出向 栄養営業本部 （メディカル栄養営業部長）   

箕田 進一   明治ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ出向 コミュニケーション本部 （お客様相談部長）   

大橋 潤二 コミュニケーション本部 お客様相談部長   （明治ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ出向）   

日野 正雄   明治ﾌﾚｯｼｭﾈｯﾄﾜｰｸ出向 市乳営業本部 （宅配営業部長）   

石川 康浩 市乳営業本部 宅配営業部長   （関東支社 関東宅配営業一部長）   

竹本 洋   明治ﾌﾚｯｼｭﾈｯﾄﾜｰｸ出向   （中四国支社長）   

簑口 芳朗   四国明治出向   （中部支社 食品営業部長）   

植木 則夫   明治ロジテック出向   
（中部支社 市乳統括部長兼市乳量販部

長） 
  

松村 國彦   明治ナイスデイ出向   （関東支社 業務部長）   

川島 正樹   関東支社 業務部長 菓子営業本部 （菓子企画部長）   

松岡 伸次 菓子営業本部 菓子企画部長 菓子営業本部 （菓子マーケティング部長）   

黒田 充 菓子営業本部 菓子マーケティング部長 菓子営業本部 （菓子営業部推進Ｇ長）   



 

久保 敦理   明治ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ出向 生産本部 （エンジニアリング二部長）   

城山 洋一   日本罐詰出向   （関東支社 市乳販売促進部長）   

藤巻 茂   アサヒブロイラー出向   （東北支社長）   

桐原 素樹   明治ケンコーハム出向   （茨城工場長）   

竹内 俊一   茨城工場長   （広島工場長）   

永並 一功   明治ケンコーハム出向   （関西支社 市乳量販部長）   

姫野 真司   明治ﾌｰﾄﾞﾏﾃﾘｱ出向   （関東支社 副支社長）   

上野 洋   神奈川工場長   （群馬医薬・栄養剤工場長）   

森 立郎   群馬医薬・栄養剤工場長     
群馬工場長兼群

馬栄養食工場長 

窪田 英俊 品質本部 品質審査部長 品質本部 （品質戦略部長）   

粟井 廷宗 品質本部 品質改革推進部長 品質本部 （専任部長）   

中野 洋 生産本部 技術部 副部長 生産本部 （技術二部長）   

井上 敏範 生産本部 エンジニアリング部長 生産本部 （エンジニアリング一部長）   

黒津 隆宏 研究本部 特許部長 管理本部 （知的財産部長）   

福井 宗徳 研究本部 
食品開発研究所 発酵乳開発研究部

長 
研究本部 

（食品開発研究所 乳食品開発研究部

長） 
  

市原 淑立 研究本部 
食品開発研究所 乳食品開発研究部

長 
研究本部 （研究企画部研究推進第１センター長）   

梅川 清孝 営業企画本部 副本部長   （九州支社長）   

川島 正章 営業企画本部 ＣＶＳ営業部長 市乳営業本部 （ＣＶＳ営業部長）   

広瀬 英二 営業企画本部 ＣＶＳ営業部副部長   
（関東支社 首都圏菓子営業部東京広域

支店長） 
  

杉山 松秀 加工食品営業本部 副本部長 加工食品営業本部 （加工食品企画部長）   

元田 陽一 加工食品営業本部 加工食品企画部長   （関西支社 業務商品営業部長）   



 

阿蘇 正樹   関西支社 業務商品営業部長 加工食品営業本部 （加工食品企画部専任部長）   

童子 秀己 加工食品営業本部 業務商品営業一部長 加工食品営業本部 （食品営業部長）   

三井 基史 加工食品営業本部 乳食品営業部長 加工食品営業本部 （食品営業部マーケティング１Ｇ長）   

晴佐久 克 加工食品営業本部 ﾌﾛｰｽﾞﾝﾃﾞｻﾞｰﾄ営業部長 加工食品営業本部 （フローズン営業部長）   

河原 恒 加工食品営業本部 調理食品営業部長 加工食品営業本部 （専任部長）   

渡部 信二 栄養営業本部 栄養営業部長 栄養営業本部 （栄養マーケティング部長）   

大石 昇吾 栄養営業本部 栄養マーケティング部長 栄養営業本部 （専任部長）   

竹村 浩 海外事業本部 副本部長   （メイジセイカ・シンガポール出向）   

五十嵐 英二 海外事業本部 海外菓子事業部 副部長 海外事業本部 （中国事業推進部長）   

馬込 徹   北日本支社長   （北海道支社長）   

渡辺 朋幸   北日本支社 業務部長 管理本部 （総務法務部総務Ｇ長）   

菱山 敬人   北日本支社 量販一部長   （関西支社 市乳統括部長）   

山中 敦夫   北日本支社 量販二部長   （関東支社 栄養営業一部長）   

鈴木 辰夫   北日本支社 市乳営業部長   （東北支社 市乳営業部長）   

丸山 一人   北日本支社 菓子営業部長   （北海道支社 専任部長）   

古澤 隆   北日本支社 栄養営業部長   （東北支社 栄養営業部長）   

碓氷 博臣   関東支社 量販一部長   （関東支社 市乳量販二部長）   

田畑 圭一   関東支社 量販二部長 加工食品営業本部 （ＣＶＳ営業部長）   

片岡 雄次郎   関東支社 量販三部長 菓子営業本部 （菓子広域営業二部長）   

亀山 克己   関東支社 量販四部長   （東北支社 菓子営業部長）   

松下 隆一   関東支社 ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長   （関東支社 北関東信越市乳営業部長）   

山田 剛史   関東支社 市乳販売促進部長   （明治乳業（蘇州）有限公司出向）   

山浦 秀雄   関東支社 市乳営業一部長   
（関東支社 関東宅配営業一部東京支店

長） 
  



 

田中 久志   関東支社 市乳営業二部長   （関東支社 関東宅配営業二部長）   

阿部 邦文   関東支社 菓子営業部長   （関東支社 首都圏菓子営業部長）   

荒井 博之   関東支社 栄養営業一部長   （中四国支社 栄養営業部長）   

瀬沼 信夫   関西支社 栄養営業二部長   （関東支社 栄養営業二部営業一課長）   

中村 高士   中部支社 量販部長   （中部支社 菓子営業部長）   

三谷 昭彦   中部支社 菓子営業部長   （関東支社 北関東信越菓子営業部長）   

原田 敏博   中部支社 市乳営業部長   （中部支社 東海宅配営業部長）   

山田 裕弘   中部支社 加工食品営業部長   （中部支社 フローズン営業部長）   

前島 孝信   中部支社 栄養営業部長   （中部支社 栄養営業二部長）   

植田 幸秀   関西支社 量販部長   （関東支社 市乳量販一部長）   

田中 健一   関西支社 市乳営業部長   （関西支社 関西宅配営業部長）   

和田 登   西日本支社長   （関東支社 副支社長）   

関 利也   西日本支社 業務部長 生産本部 （生産二部長）   

齋藤 隆   西日本支社 量販一部長   （中部支社 栄養営業一部長）   

小西 孝一   西日本支社 量販二部長   （中四国支社 市乳営業部長）   

城山 敏之   西日本支社 市乳営業部長   （九州支社 市乳営業部長）   

菅 憲悦   西日本支社 菓子営業部長   （九州支社 菓子営業部長）   

井上 伸朗   西日本支社 栄養営業部長   （九州支社 栄養営業部長）   

 

 

 

 

 


