
 

森永乳業 

発令日：２０１６年４月１日 
  

新職 旧職 氏名 

経営企画部経営企画課長 経営企画部経営企画課 マネージャー 笠原 雄一郎 

食品総合研究所第５開発部長 食品総合研究所第５開発部 マネージャー 西垣 壽人 

渉外部近畿四国事務所長 渉外部四国事務所長 河野 弘幸 

生産本部生産企画部生産計画課長の兼

務を解く 

生産本部生産企画部長 

兼 生産本部生産企画部生産計画課長 
千早 隆司 

生産本部生産企画部生産計画課長 西日本市乳センター長 辻井 渉 

西日本市乳センター長 中京工場事務部長 笠師 洋乗 

中京工場事務部長 出向（東洋乳業）  福田 篤司 

生産本部長付 マネージャー 村山工場長 本間 寿弘 

出向（全国飲用牛乳公正取引協議会）   生産本部生産部生産技術課長 村松 健 

生産本部生産部生産技術課長 東京工場製造部長 井出 総一郎 

東京工場製造部長 東京工場製造部 マネージャー 渋谷 智彦 

東京多摩工場製造部 副部長 
生産本部生産部生産技術課ｺｽﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ

ｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
佐藤 昭佳 

生産本部生産部生産技術課ｺｽﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘ

ﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
東京多摩工場製造部 マネージャー 渡辺 和広 

第一営業本部リテール事業部マーケティ

ング統括部 副部長 

第一営業本部リテール事業部マーケティン

グ統括部 ﾖｰｸﾞﾙﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
北川 泰 

第一営業本部リテール事業部マーケティ

ング統括部 飲料ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

第一営業本部リテール事業部マーケティン

グ統括部 ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
稲見 俊憲 

第一営業本部リテール事業部マーケティ

ング統括部 チーズ・食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

長 

第一営業本部リテール事業部マーケティン

グ統括部 ﾐﾙｸﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
奥 恵貴 

第一営業本部リテール事業部マーケティ

ング統括部 ＤＹﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

第一営業本部リテール事業部マーケティン

グ統括部 ﾖｰｸﾞﾙﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ マネー

ジャー 

川上 真希子 

第一営業本部リテール事業部マーケティ

ング統括部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

第一営業本部リテール事業部マーケティン

グ統括部 家庭用ﾁｰｽﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
佐藤 裕之 

第一営業本部ウェルネス事業部事業企

画グループ長 

第一営業本部リテール事業部マーケティン

グ統括部 マネージャー(グループ長待遇） 
武田 隆 

第一営業本部ウェルネス事業部販売統

括グループ長 兼 第一営業本部ウェルネ

ス事業部販売統括グループ   栄養食品

販売グループ長 

第一営業本部栄養食品事業部事業企画グ

ループ長 
米加田 純 

第一営業本部ウェルネス事業部販売統

括グループ ヘルスケア食品販売グループ

長 

第一営業本部栄養食品事業部 

栄養食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ マネージャー 
熊本 裕成 

第一営業本部ウェルネス事業部販売統

括グループ 

通信販売グループ長 

第二営業本部健康食品部 マネージャー 近藤 しずき 

第一営業本部ウェルネス事業部ﾏｰｹﾃｨﾝ

ｸﾞ統括ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

栄養科学研究所クリニカル食品開発部 マ

ネージャー 
宮﨑 桂介 

第一営業本部ウェルネス事業部ﾏｰｹﾃｨﾝ

ｸﾞ統括ｸﾞﾙｰﾌﾟ 栄養食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

第一営業本部栄養食品事業部栄養食品ﾏ

ｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
宮下 善哉 



 

第一営業本部ウェルネス事業部ﾏｰｹﾃｨﾝ

ｸﾞ統括ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾍﾙｽｹｱ食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ長 

第一営業本部リテール事業部マーケティン

グ統括部 ﾃﾞｻﾞｰﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
中川 智之 

別海工場事務部長 別海工場事務課長 安斉 忠 

別海工場長 

兼 別海工場製造部長 
別海工場長 藤本 雅久 

別海工場製造部 副部長 別海工場製造課長 平井 健一 

出向（エムケーチーズ）  別海工場品質管理室長 中納 憲一 

別海工場品質管理室長 大和工場品質管理室長 関 祐治 

大和工場品質管理室長 村山工場品質管理室長 外川 浩之 

大和工場事務部長 東京多摩工場事務部 マネージャー 森田 収 

大和工場製造部長 大和工場製造課長 藤岡 誠一 

大和工場製造部 副部長 村山工場製造課長 新井山 光好 

東京多摩工場製造部 副部長 東京多摩工場製造部 マネージャー 鈴木 和博 

中京工場製造部 副部長 中京工場製造部 マネージャー 菊地 智幸 

利根工場製造部 副部長 利根工場製造部 マネージャー 竹歳 哲治 

近畿工場製造部 副部長 近畿工場製造部 マネージャー 高井 哲也 

松本工場品質管理室長の兼務を解く 
松本工場長 

兼 松本工場品質管理室長 
羽根田 章 

松本工場品質管理室長 
松本工場品質管理室 アシスタントマネー

ジャー 
福井 紀子 

福島工場事務課長 福島工場事務課 マネージャー 高橋 幸夫 

出向（デイリーフーズ）  
西日本支社 副支社長兼 西日本支社中

国支店長 
小菅 隆 

西日本支社中国支店長 西日本支社四国支店長 南崎 康夫 

西日本支社四国支店長 中部支社東海支店静岡支店長 竹中 幸治 

中部支社東海支店静岡支店長 

兼 中部支社東海支店静岡支店リテール営

業課長 

中部支社東海支店静岡支店リテール営業

課長 
木戸 信孝 

首都圏支社リテール営業部 副部長 
第一営業本部リテール事業部マーケティン

グ統括部 食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
河野 賢哉 

西日本支社お客さま相談室長 西日本支社長付(主幹） 松本 芳之 

中部支社東海支店三重営業所長(市乳担

当) 

中部支社東海支店三重営業所(市乳担当 

マネージャー) 
高野 博之 

出向（森永乳業九州）  九州支店長 登阪 仁彦 

出向（森永乳業九州）  
九州販売組織再編準備室 マネージャー

(グループ長待遇） 
岡田 伸二 

出向（森永乳業九州）  九州支店リテール営業課長 山鹿 宏孝 

出向（森永乳業九州）  九州支店業務課長 山路 透 

出向（森永乳業九州）  九州支店市乳販売課長 森田 裕三 

出向（森永乳業九州）  九州支店冷菓販売課長 小栗 英揮 

出向（森永乳業九州）  九州支店食品素材販売課長 牧野 政浩 

出向（森永乳業九州）  九州支店栄養食品販売課長 西村 昌泰 

出向（森永乳業九州）  
九州支店熊本営業所長(市乳担当 アシス

タントマネージャー） 
中野 敬介 



 

出向（森永乳業九州）  
九州支店宮崎営業所長(市乳担当 アシス

タントマネージャー） 
高橋 康一郎 

出向（森永乳業九州）  
九州支店鹿児島営業所長(リテール営業担

当） 
肘井 義之 

お客さまサービス部（九州駐在） アシス

タントマネージャー 

九州支店お客さま相談室長（アシスタント

マネージャー） 
古賀 悦喜 

    

 ※１：4月 1日付で「渉外部近畿事務所」と「渉外部四国事務所」を統合し、「渉外部近畿四国事務所」とする。  

 ※２：4月 1日付で「第一営業本部リテール事業部マーケティング統括部」を次の４グループに再編。  

    ・「ビバレッジマーケティンググループ」と「ミルクマーケティンググループ」を統合し、「飲料マーケティンググループ」

とする。  

    ・「ヨーグルトマーケティンググループ」と「デザートマーケティンググループ」を統合し、「ＤＹマーケティンググルー

プ」とする。  

    ・「家庭用チーズマーケティンググループ」と「食品マーケティンググループ」を統合し、「チーズ・食品マーケティング

グループ」とする。  

    ・「マーケティング企画グループ」を設置。   

 ※３：4月 1日付で「第一営業本部栄養食品事業部」と「第二営業本部健康食品部」を統合し、第一営業本部内に「ウェル

ネス事業部」を設置。 

    ・「ウェルネス事業部」内に、「事業企画グループ」、「販売統括グループ」、「マーケティング統括グループ」を設置。 

    ・「販売統括グループ」内に、「栄養食品販売グループ」、「ヘルスケア食品販売グループ」、「通信販売グループ」を

設置。 

    ・「マーケティング統括グループ」内には、「栄養食品マーケティンググループ」、「ヘルスケア食品マーケティンググ

ループ」を設置。  

 ※４：4月 1日付で「別海工場」の「事務課」、「製造課」をそれぞれ「事務部」、「製造部」とする。  

 ※５：4月 1日付で「大和工場」と「村山工場」を統合し「大和工場」とする。  

    ・「大和工場」内には、「東京多摩工場事務部」に包含されている事務機能を独立させて「事務部」を設置。併せて

「製造課」を「製造部」とする。 

 ※６：4月 1日付で新会社「森永乳業九州」を設立する。 


