
 

明治 

▼組織改正 

（発令日：２０１７年４月１日） 

本社 

管理本部 

・「業務改革推進部」を廃止。 

コミュニケーション本部 

・「オリンピック・パラリンピック推進部」を新設。 

加工食品営業本部 

・「業務商品営業一部」と「業務商品営業二部」を統合し、「業務商品営業部」とする。 

・「業務商品特販部」を新設。 

海外事業本部 

・「中国事業推進部」を廃止。 

・「海外栄養事業部」を新設。 

関東支社 

・「リテールマーケティング部」と「市乳企画部」を廃止。 

 

 

▼役員の委嘱業務の変更 

（発令日：２０１７年４月１日） 

氏  名 新   職 旧   職 継 続 職 

井澤 照介 ▽CSR推進部・原料購買部・包材購買部・酪農部 管掌 （生産本部長） 取締役常務執行役員 



 

竹山 五城 ▽関東支社長 （市乳営業本部長） 取締役常務執行役員 

田上 康孝 ▽コミュニケーション本部長 （菓子営業本部長） 取締役常務執行役員 

石田 邦雄 ▽海外事業本部 管掌 （海外事業本部長、中国事業推進部長） 常務執行役員 

松田 克也 
▽営業企画本部長、市乳営業本部・加工食品営業本部・菓

子営業本部・栄養営業本部 管掌 
（加工食品営業本部長） 常務執行役員 

酒井 隆 ▽加工食品営業本部長 （関東支社長） 常務執行役員 

片桐 裕之 ▽菓子営業本部長 （中部支社長） 執行役員 

安部 俊朗 ▽生産本部長 （生産本部 技術部長） 執行役員 

佐藤 精一 ▽市乳営業本部長 （関西支社長） 執行役員 

岡屋 英二 ▽研究本部 菓子開発研究所 開発一部長   執行役員 研究本部 菓子開発研究所長 

武田 秀 ▽中部支社長 （菓子営業本部 菓子営業部長） 執行役員 

八尾 文二郎 ▽海外事業本部長 （経営企画部長） 執行役員 

▼人事異動 

（発令日：２０１７年４月１日） 

氏  名 新   職 旧   職 継 続 職 

田中 久志   ▽関西支社 市乳営業部長   （関東支社 市乳営業二部長）   

大戸 康生   ▽関東支社 市乳営業二部長   （中部支社 市乳販売促進部長）   

安藤 一秀   ▽中部支社 市乳販売促進部長   （中部支社 市乳営業部 営業一課長）   

菱沼 純   ▽経営企画部長 管理本部  （管理部長兼業務改革推進部長）   

千田 広秋 管理本部 ▽管理部長   （監査部長）   

大竹 秀幸   ▽監査部長   （監査部 副部長）   

神谷 和仁   ▽監査部 副部長   （㈱明治フードマテリア出向）   

田巻 正順   ▽人事部 副部長   （人事部 人事Ｇ長）   

吉岡 俊 海外事業本部 ▽海外菓子事業部長 海外事業本部 （明治アメリカ兼ｽﾀｳﾌｧｰ・ﾋﾞｽｹｯﾄ出向）   



 

松岡 伸次   ▽ＣＳＲ推進部長 菓子営業本部 （菓子企画部長）   

新井 健太 菓子営業本部  ▽菓子企画部長   （経営企画部 専任課長）   

松本 浩二   ▽旭川工場長   （関西工場 装置技術一課長）   

山下 明男   ▽千葉明治牛乳出向   （軽井沢工場長）   

重松 幹二   ▽軽井沢工場長 加工食品営業本部 （業務商品開発部長）   

平山 竜一 加工食品営業本部  ▽業務商品開発部長 加工食品営業本部 （加工食品商品開発部長）   

道家 民樹 加工食品営業本部 ▽加工食品商品開発部長 加工食品営業本部 
（加工食品商品開発部 乳製品開発Ｇ長

兼企画Ｇ長） 
  

関 利也   ▽道南食品出向   （西日本支社 業務部長）   

布施 俊光   ▽西日本支社 業務部長 管理本部 （経理部 債権管理Ｇ長）   

宗 錦司   ▽ケー・シー・エス出向   （戸田工場長）   

広崎 信幸   ▽戸田工場長   （十勝工場長）   

冨田 恭平   ▽十勝工場長   （西春別工場長）   

宇田 聖志   ▽西春別工場長   （稚内工場長）   

由井 正之   ▽稚内工場長 品質本部 （品質審査部 品質監査Ｇ長）   

森 立郎   ▽フレッシュ・ロジスティック出向   
（群馬工場長兼群馬栄養食工場長兼群

馬医薬・栄養剤工場長） 
  

吉田 晃   
▽群馬工場長兼群馬栄養食工場長兼群馬医

薬・栄養剤工場長 
  （京都工場長兼京都乳酸菌工場長）   

侍園 幸一   ▽京都工場長兼京都乳酸菌工場長   （九州工場長）   

衛藤 徳明   ▽九州工場長   （札幌工場長）   

小澤 満   ▽札幌工場長   （札幌工場 専任課長）   

石井 克明   ▽ニットー出向   （関東支社 市乳企画部長）   

桑原 啓士   ▽アサヒブロイラー出向   （東北工場長）   



 

中条 純平   ▽東北工場長   （愛知工場静岡分工場長）   

上杉 卓史   ▽愛知工場静岡分工場長   （神奈川工場 製造課長）   

長岡 良知   ▽明治ケンコーハム出向   （関東支社 食品営業部長）   

太田 勇二   ▽関東支社 食品営業部長 営業企画本部 （ＣＶＳ営業部 ＣＶＳ２Ｇ長）   

松下 隆一   ▽明治ﾌﾚｯｼｭﾈｯﾄﾜｰｸ㈱出向   （関東支社 ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長）   

古賀 猛文 管理本部 ▽情報システム部長 管理本部 （情報システム部副部長）   

伊東 圭介 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 ▽ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進部長   （明治ホールディングス㈱出向）   

池田 一文   ▽東海工場 技術部長 研究本部  （菓子開発研究所 開発一部長）   

中野 洋 生産本部 ▽技術部長 生産本部  （技術部副部長）   

森田 秀樹 生産本部 ▽技術部副部長 品質本部  （品質保証部 品質管理１Ｇ長）   

小嶋 秀治 物流本部 ▽物流本部長   （包材購買部長）   

大東 充   ▽包材購買部長 物流本部 （流通部長）   

安達 徹 物流本部 ▽流通部長   （中部支社 業務部長）   

薄井 勝   ▽中部支社 業務部長   （明治ﾌﾚｯｼｭﾈｯﾄﾜｰｸ㈱出向）   

草苅 栄二 研究本部 ▽食品開発研究所 乳食品開発研究部長 加工食品営業本部  （業務商品開発部 開発１Ｇ長）   

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

中村 剛之 加工食品営業本部  ▽業務商品営業部副部長 加工食品営業本部 （業務商品営業二部長）   

照井 正治 加工食品営業本部 ▽業務商品特販部長   （明治ﾌﾚｯｼｭﾈｯﾄﾜｰｸ㈱出向）   

黒田 充 菓子営業本部  ▽菓子営業部長 菓子営業本部  （菓子ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長）   

萩原 秀和 菓子営業本部  ▽菓子ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 菓子営業本部 
（菓子マーケティング部 マーケティングＧ

長） 
  

本田 秀二 海外事業本部 ▽海外栄養事業部長 海外事業本部 （海外乳製品事業部長）   

松井 タモツ 海外事業本部 ▽海外乳製品事業部長 海外事業本部 （ＣＰメイジ出向）   

恒川 正英 海外事業本部 ▽ＣＰメイジ出向 海外事業本部 （岡山工場長）   



 

岩田 浩次   ▽岡山工場長 生産本部 （技術部包装Ｇ長）   

児玉 智郎 品質本部 ▽品質審査部長   （東海工場長兼東海工場品質保証部長）   

岡崎 安利   ▽東海工場長兼東海工場品質保証部長   （坂戸工場 技術部長）   

專田 崇雄   ▽坂戸工場 技術部長   （坂戸工場 製造部長）   

珠家 幹緒   ▽坂戸工場 製造部長   
（坂戸工場 製造部二室長兼製造部二室

１Ｇ長） 
  

新居 正和   ▽関東支社 副支社長 市乳営業本部 （市乳ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長）   

岩﨑 晃 市乳営業本部 ▽市乳ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 市乳営業本部 
（市乳マーケティング部 マーケティング１

Ｇ長） 
  

馬込 徹   ▽関西支社長   （北日本支社長）   

堀内 隆行   ▽北日本支社長 市乳営業本部 （市乳営業部長）   

山田 剛史 市乳営業本部  ▽市乳営業部長   （関東支社 市乳販売促進部長）   

木暮 丈記   ▽関東支社 市乳販売促進部長   
（関西支社 市乳販売促進部 営業二課

長） 
  

 


