
 

明治 

 ２０１９年４月１日付 

 ▼組織改正 

本社 

・「管理本部」「コミュニケーション本部」を廃止。 

・「調達本部」を新設し、「原料購買部」「包材購買部」「酪農部」をおく。 

・「営業企画本部」「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」を「マーケティング・開発統括本部」「マーケティング本部」「開発本部」に再編。 

・「マーケティング・開発統括本部」に「マーケティング統括部」「マーケティングソリューション部」「セールスソリューション部」を新設し、「宣伝部」を移管。 

・「マーケティング本部」に「ニュービジネス部」「発酵乳マーケティング部」「チーズマーケティング部」「カカオマーケティング部」「フローズンデザートマーケティング部」「栄養マ

ーケティング一部」「栄養マーケティング二部」「牛乳マーケティング部」「フードソリューションマーケティング部」「食品マーケティング部」を新設。 

・「開発本部」に「開発企画部」「発酵開発部」「カカオ開発部」「栄養開発部」「フードソリューション開発部」を新設し、「デザイン企画部」を移管。 

・「広域営業本部」を新設し、「EC営業部」をおく。 

・「広域営業本部」に「CVS営業部」を移管。 

・「業務商品特販部」を「広域営業本部」に移管し、「フードソリューション特販部」に改称。 

・「医薬・栄養剤事業部」を「生産本部」へ移管。 

 

研究本部 

・「研究戦略統括部」の「特許部」を廃止。 

・「特許戦略部」を新設。 

・「学術・臨床部」を「臨床開発部」に改称。 

・「商品開発研究所」の「市乳開発研究部」「発酵乳開発研究部」「菓子開発研究部」「栄養食品開発研究部」「チーズ開発研究部」「加工食品開発研究部」を、「商品開発センタ

ー」「発酵開発研究部」「カカオ開発研究部」「栄養設計開発研究部」に再編。 

・「技術研究所」の「栄養研究部」「健康科学研究部」を「乳酸菌研究所」に移管。 

 

工場 

・「倉敷工場」を新設。 

 

 ▼役員の委嘱業務の変更 

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名 

管理部、経理部、総務法務部、グループ企画部、情

報システム部 管掌 

（管理本部 管掌） 取締役専務執行役員 玉木 郁夫 



 

広報部、オリンピック・パラリンピック推進部、お客

様相談部 管掌 

（コミュニケーション本部長） 取締役専務執行役員 ＣＳＲ推進部 管掌 田上 康孝 

研究本部 管掌 （研究本部長） 取締役常務執行役員 伊藤 裕之 

品質本部、生産本部、物流本部、調達本部 管掌 （生産本部長） 取締役常務執行役員 安部 俊朗 

関東支社長 （栄養営業本部長） 常務執行役員 森田 勉 

広域営業本部長 （菓子営業本部長） 常務執行役員 片桐 裕之 

マーケティング・開発統括本部長、マーケティング本

部、開発本部、広域営業本部 管掌 

（市乳営業本部長） 常務執行役員 佐藤 精一 

調達本部長 （原料購買部、包材購買部、酪農部 管掌） 常務執行役員 木島 俊行 

管理部、経理部、総務法務部、グループ企画部、情

報システム部 管掌 

（管理本部長） 常務執行役員 筒井 哲也 

明治フレッシュネットワーク(株) 代表取締役会長 （明治フレッシュネットワーク(株) 代表取締役社長） 執行役員 米川 敏男 

研究本部長 （研究戦略統括部 特許部長） 執行役員 研究本部 研究戦略統括部長 谷口 茂 

物流本部長 （コミュニケーション本部 広報部長） 執行役員 若山 健二郎 

開発本部長 （研究本部 技術研究所長） 執行役員 岡屋 英二 

生産本部長 （生産本部 生産部長） 執行役員 原田 裕司 

マーケティング・開発統括本部 マーケティングソリ

ューション部長 

（営業企画本部 営業企画部長） 執行役員 中島 聡 

研究本部 技術研究所長 （菓子営業本部 菓子商品開発部長） 執行役員 伊田 覚 

マーケティング本部長 （加工食品営業本部長、加工食品営業本部 業務商品

営業部長） 

執行役員 童子 秀己 

広報部長 （コミュニケーション本部 宣伝部長） 執行役員 村上 欣也 

マーケティング・開発統括本部 セールスソリューシ

ョン部長 

（北日本支社長） 執行役員 堀内 隆行 

明治ロジテック（株） 代表取締役社長 （物流本部長） 執行役員 小嶋 秀治 

明治フレッシュネットワーク(株) 代表取締役社長 （加工食品営業本部 フローズンデザート営業部長） 執行役員 晴佐久 克 

管理部長 （管理本部 管理部長） 執行役員 千田 広秋 

 

 

 

▼人事異動 

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名 

本社 マーケティング・開発統括本部 マーケティン （中部支社 量販部長）  中村 高士 



 

グ統括部長 

本社 マーケティング・開発統括本部 宣伝部長 （本社 市乳営業本部 ヨーグルトマーケティング部長）  岩﨑 晃 

本社 マーケティング本部 ニュービジネス部長 （本社 加工食品営業本部 業務商品開発部長）  平山 竜一 

本社 マーケティング本部 発酵乳マーケティング

部長 

（本社 市乳営業本部 ヨーグルトマーケティング部 専

任課長） 

 樋口 靖夫 

本社 マーケティング本部 チーズマーケティング

部長 

（関東支社 流通営業二部長）  太田 勇二 

本社 マーケティング本部 カカオマーケティング部

長 

（本社 菓子営業本部 菓子マーケティング部長）  萩原 秀和 

本社 マーケティング本部 フローズンデザートマー

ケティング部長 

（関西支社 企画管理部 専任部長）  今井 丈二 

本社 マーケティング本部 栄養マーケティング一

部長 

（本社 栄養営業本部 栄養マーケティング部長）  大石 昇吾 

本社 マーケティング本部 栄養マーケティング二

部長 

（本社 市乳営業本部 市乳マーケティング部長）  川上 徹也 

本社 マーケティング本部 牛乳マーケティング部

長 

（本社 市乳営業本部 市乳企画部長）  原 宰 

本社 マーケティング本部 フードソリューションマ

ーケティング部長 

（本社 加工食品営業本部 乳食品営業部長）  三井 基史 

本社 マーケティング本部 食品マーケティング部

長 

（中部支社 流通営業部長）  山田 裕弘 

本社 開発本部 開発企画部長 （本社 栄養営業本部 スポーツ栄養マーケティング部

長） 

 河上 千明 

本社 開発本部 デザイン企画部長 （本社 コミュニケーション本部 デザイン企画部長）  本間 昌平 

本社 開発本部 発酵開発部長 （本社 市乳営業本部 市乳商品開発部長）  大森 敏弘 

本社 開発本部 カカオ開発部長 （坂戸工場 技術部長）  專田 崇雄 

本社 開発本部 栄養開発部長 （本社 栄養営業本部 栄養商品開発部長）  長田 昌士 

本社 開発本部 フードソリューション開発部長 （本社 加工食品営業本部 加工食品商品開発部長）  道家 民樹 

本社 開発本部 フードソリューション開発部 副部

長 

（本社 加工食品営業本部 業務商品開発部 副部長）  角 直樹 

本社 広域営業本部 ＥＣ営業部長 （本社 市乳営業本部 宅配営業部 専任部長）  中野 薫 

本社 広域営業本部 ＣＶＳ営業部長 （本社 営業企画本部 ＣＶＳ営業部長）  古田 徹朗 

本社 広域営業本部 フードソリューション特販部長 （本社 加工食品営業本部 業務商品特販部長）  照井 正治 



 

倉敷工場長 兼 装置技術課長 （本社 生産本部 生産部 専任部長）  西岡 直紀 

本社 研究本部 研究戦略統括部 臨床開発部長 （本社 研究本部 研究戦略統括部 学術・臨床部長）  川島 昭浩 

本社 研究本部 特許戦略部長 （本社 研究本部 研究戦略統括部 特許部）  坂元 孝至 

本社 研究本部 商品開発研究所 商品開発センタ

ー長 

（本社 研究本部 商品開発研究所 チーズ開発研究

部長） 

 木村 義治 

本社 研究本部 商品開発研究所 商品開発センタ

ー副センター長 兼 ６Ｇ長 兼 ８Ｇ長 

（本社 研究本部 商品開発研究所 市乳開発研究部 

市乳１Ｇ長 兼 市乳２Ｇ長） 

 武田 邦弘 

本社 研究本部 商品開発研究所 発酵開発研究

部長 

（本社 研究本部 商品開発研究所 発酵乳開発研究

部長） 

 福井 宗徳 

本社 研究本部 商品開発研究所 カカオ開発研究

部長 

（本社 研究本部 商品開発研究所 菓子開発研究部

長） 

 宇都宮 洋之 

本社 研究本部 商品開発研究所 栄養設計開発

研究部長 兼 栄養設計開発１Ｇ長 

（本社 研究本部 商品開発研究所 栄養食品開発研

究部 栄養食品１Ｇ長） 

 荒木 周慶 

本社 研究本部 乳酸菌研究所 栄養研究部長 （本社 研究本部 技術研究所 栄養研究部長）  河端 恵子 

本社 研究本部 乳酸菌研究所 健康科学研究部

長 

（本社 研究本部 技術研究所 健康科学研究部長）  野間 晃幸 

関東支社 流通営業二部長 （関東支社 流通営業三部長）  荒井 博之 

関東支社 流通営業三部長 （関東支社 流通営業一部 専任部長）  田畑 圭一 

本社 経理部長 （本社 管理本部 経理部長）  明治ホールディングス㈱経理財務部経理

財務Ｇ 

渡辺 敏史 

本社 総務法務部長 （本社 管理本部 総務法務部長）  松本 有平 

本社 グループ企画部長 （本社 管理本部 グループ企画部長）  堀井 裕司 

本社 情報システム部長 （本社 管理本部 情報システム部長）  古賀 猛文 

本社 オリンピック・パラリンピック推進部長 （本社 コミュニケーション本部 オリンピック・パラリン

ピック推進部長） 

 伊東 圭介 

本社 お客様相談部長 （本社 コミュニケーション本部 お客様相談部長）  大橋 潤二 

本社 生産本部 医薬・栄養剤事業部長 （本社 栄養営業本部 医薬・栄養剤事業部長）  米津 智徳 

本社 調達本部 原料購買部長 （本社 原料購買部長）  土橋 道人 

本社 調達本部 包材購買部長 （本社 包材購買部長）  大東 充 

本社 調達本部 酪農部長 （本社 酪農部長）  小田 秀雄 

本社 調達本部 酪農部 北海道酪農事務所長 （本社 酪農部 北海道酪農事務所長）  多田 佳由 

本社 調達本部 酪農部 東日本酪農事務所長 兼 

関東酪農課長 

（本社 酪農部 東日本酪農事務所長 兼 関東酪農課

長） 

 渡辺 雅一 



 

本社 調達本部 酪農部 西日本酪農事務所長 （本社 酪農部 西日本酪農事務所長）  引地 聖和 

本社 海外事業本部 海外栄養事業部 付 台湾明

治食品股份有限公司 総経理 

（本社 海外事業本部 海外栄養事業部 輸出営業Ｇ

長） 

 吉田 俊昭 

西春別工場長 兼 品質保証課長 （本別工場長 兼 品質保証課長）  小坂 尚弘 

本別工場長 兼 品質保証課長 （十勝工場 製造二課長）  小島 良朗 

本社 生産本部 生産部長 （愛知工場長）  伊賀 仁 

愛知工場長 （札幌工場長 兼 品質保証課長）  小澤 満 

札幌工場長 兼 品質保証課長 （本社 管理本部 グループ企画部 付 栃木明治牛乳

㈱出向） 

 高井 宏治 

坂戸工場 技術部長 （本社 生産本部 生産部 専任部長）  千馬 充裕 

大阪工場 品質保証部長  大阪工場 品質保証部 品質保証課長 金納 健一 

本社 海外事業本部 海外菓子事業部 付 メイジ・

フード・インドネシア出向 

（坂戸工場 製造部長）  珠家 幹緒 

坂戸工場 製造部長 （本社 海外事業本部 海外菓子事業部 付 明治制果

食品工業（上海）有限公司出向） 

 松本 幸泰 

本社 海外事業本部 海外乳製品事業部 副部長 （本社 海外事業本部 海外乳製品事業部 付 明治雪

糕（広州）有限公司出向） 

 塚田 彰夫 

本社 研究本部 品質科学研究所長 （本社 研究本部 品質科学研究所 理化学研究部長）  上門 英明 

本社 研究本部 品質科学研究所 理化学研究部

長 

（本社 研究本部 研究戦略統括部 研究管理部長）  大山 孝治 

本社 研究本部 研究戦略統括部 研究管理部長 （本社 監査部 企画Ｇ長）  河崎 崇 

北日本支社長 （本社 栄養営業本部 栄養営業部長）  渡部 信二 

中部支社 量販部長 （本社 菓子営業本部 菓子営業部長）  黒田 充 

中部支社 流通営業部長 （関東支社 フードソリューション営業部長）  日吉 健 

関東支社 フードソリューション営業部長 （本社 加工食品営業本部 加工食品企画部長）  元田 陽一 

本社 グループ企画部 付 日本罐詰㈱出向 （本社 加工食品営業本部 調理食品営業部長）  河原 恒 

本社 グループ企画部 付 日本罐詰㈱出向 （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 （東北工場長）  中条 純平 

東北工場長 （戸田工場 製造課長）  渡邊 俊夫 

本社 グループ企画部 付 東海ナッツ㈱出向 （本社 加工食品営業本部 業務商品営業部 副部長）  中村 剛之 

本社 グループ企画部 付 明治油脂㈱出向 （軽井沢工場長）  重松 幹二 

軽井沢工場長 （本社 研究本部 商品開発研究所 加工食品開発研

究部長） 

 草苅 栄二 



 

本社 グループ企画部 付 沖縄明治乳業㈱出向 （戸田工場長）  広崎 信幸 

戸田工場長 （本社 研究本部 技術研究所 包装技術研究部長）  関場 裕 

本社 研究本部 技術研究所 包装技術研究部長 （関西工場 品質保証課長）  伊藤 英樹 

本社 グループ企画部 付 ㈱明治ナイスデイ出向 （西日本支社 量販一部長）  齋藤 隆 

西日本支社 量販一部長 （本社 加工食品営業本部 乳食品営業部 マーケティ

ング１Ｇ長 兼 マーケティング２G長） 

 中原 秀之 

本社 グループ企画部 付 関東製酪㈱出向 （九州工場長）  衛藤 徳明 

九州工場長 （旭川工場長 兼 品質保証課長）  松本 浩二 

旭川工場長 兼 品質保証課長 （愛知工場 静岡分工場長）  上杉 卓史 

愛知工場 静岡分工場長 （本社 品質本部 品質保証部 品質管理３Ｇ長）  大塚 明久 

本社 グループ企画部 付 明治チューインガム㈱

出向 

（関東支社 企画管理部長）  川島 正樹 

関東支社 企画管理部長 （本社 菓子営業本部 菓子企画部長）  新井 健太 

本社 グループ企画部 付 明治チューインガム㈱

出向 

（東海工場 技術部長）  池田 一文 

東海工場 技術部長 （本社 加工食品営業本部 業務商品開発部 開発３Ｇ

長） 

 麻原 英二 

本社 グループ企画部 付 東海明治㈱出向 （群馬工場 装置技術部長 兼 装置技術一課長）  古川 健児 

群馬工場 装置技術部長 兼 装置技術一課長 （戸田工場 装置技術課長）  小見 聡 

本社 グループ企画部 付 四国明治㈱出向 （大阪工場 技術部長）  石井 健滋 

大阪工場 副工場長 兼 技術部長 （本社 生産本部 技術部長）  中野 洋 

本社 生産本部 技術部長 （本社 生産本部 技術部 副部長）  森田 秀樹 

本社 グループ企画部 付 明治フレッシュネットワ

ーク㈱本社出向 

（関東支社 副支社長）  新居 正和 

本社 グループ企画部 付 明治フレッシュネットワ

ーク㈱関東支社出向 

（本社 市乳営業本部 市乳営業部長）  山田 剛史 

西日本支社 ウェルネス営業部長 （本社 市乳営業本部 宅配営業部長）  石川 康浩 

本社 グループ企画部 付 明治フレッシュネットワ

ーク㈱中国支社出向 

（関東支社 ウェルネス営業三部長）  大戸 康生 

関東支社 ウェルネス営業三部長 （西日本支社 量販二部 専任部長）  小出 史郎 

 

 


