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新職 旧職 氏名 

経営戦略本部経営企画部経営企画グループ長 生産本部生産企画部企画グループ長 平山 嘉久 

生産本部生産企画部企画グループ長 商品センター長 堀川 勝成 

商品センター長 監査部 副部長 町田 勝重 

出向（森永乳業北海道株式会社）   コーポレート本部総務部総務グループ長 内田 弘昭 

コーポレート本部総務部総務グループ長 東北支店業務部長 平塚 高博 

東北支店業務部長 出向（株式会社クリニコ）  常田 茂夫 

出向（森永エンジニアリング株式会社）  コーポレート本部総務部リスクマネジメントグループ長 水野 伸英 

コーポレート本部総務部リスクマネジメントグループ長 出向（株式会社森永乳業ビジネスサービス）  上田 圭一 

研究本部食品開発研究所ウェルネス食品研究室長 研究本部食品開発研究所発酵乳グループ長 井上 肇 

研究本部食品開発研究所発酵乳研究室長 研究本部食品開発研究所チーズグループ長 阿部 忠博 

研究本部食品開発研究所チーズ研究室長 研究本部食品開発研究所チーズグループ マネージャー 水野 礼 

研究本部フードソリューション研究所食品加工研究室長 研究本部食品開発研究所デザートグループ長 西垣 壽人 

研究本部食品開発研究所デザート研究室長 研究本部健康栄養科学研究所クリニカル食品開発グループ長 鷲田 賢司 

研究本部健康栄養科学研究所クリニカル食品研究室長 研究本部健康栄養科学研究所栄養学術グループ マネージャー 園木 浩文 

生産本部生産部法令表示グループ長 生産本部生産部 マネージャー 有働 久志 

営業本部営業企画部戦略推進グループ長 営業本部営業企画部 マネージャー 田島 純 

営業本部営業企画部業績管理グループ長 営業本部営業企画部 マネージャー 菊地 大 

営業本部営業企画部素材戦略グループ長 
営業本部マーケティング統括部マーケティング企画部 

素材企画グループ長 
渡辺 裕 



 

営業本部マーケティング統括部事業企画グループ長 

営業本部マーケティング統括部マーケティング企画部 

マーケティング企画グループ長 

兼 営業本部マーケティング統括部マーケティング企画部 

マーケティング推進グループ長 

稲見 俊憲 

営業本部マーケティング統括部 

生活者研究・リサーチグループ長 
営業本部マーケティングコミュニケーション部 マネージャー 中川 智之 

営業本部マーケティング統括部 統括副部長 

兼 営業本部マーケティング統括部 

  中長期ウェルネスマーケティンググループ長 

営業本部マーケティング統括部マーケティング開発部長 

兼 営業本部マーケティング統括部マーケティング開発部 

  ビバレッジマーケティンググループ長 

谷口 竜太 

営業本部マーケティング統括部 統括副部長 

兼 営業本部マーケティング統括部ヘルスケア事業マーケティン

グ部長 

営業本部マーケティング統括部 統括副部長 武井 範泰 

営業本部マーケティング統括部ヘルスケア事業マーケティング部 

ヘルスケアフーズマーケティンググループ長 

営業本部マーケティング統括部マーケティング開発部 

ヘルスケアフーズマーケティンググループ マネージャー 
内門 将彦 

営業本部マーケティング統括部ヘルスケア事業マーケティング部 

乳幼児フーズマーケティンググループ長 

営業本部マーケティング統括部マーケティング開発部 

ヘルスケアフーズマーケティンググループ長 
宮下 善哉 

営業本部マーケティング統括部チーズ事業マーケティング部長 
営業本部マーケティング統括部マーケティング開発部 

チーズマーケティンググループ長 
佐藤 裕之 

営業本部マーケティング統括部冷菓事業マーケティング部長 
営業本部マーケティング統括部マーケティング開発部 

冷菓マーケティンググループ長 
迫口 真輔 

営業本部マーケティング統括部ヨーグルト・デザート事業マーケ

ティング部長 
営業本部マーケティングコミュニケーション部 マネージャー 木下 孝史 

営業本部マーケティング統括部ヨーグルト・デザート事業マーケ

ティング部副部長 

営業本部マーケティング統括部マーケティング開発部 

ＤＹマーケティンググループ長 
石村 龍治 

営業本部マーケティング統括部 

ビバレッジ事業マーケティング部長 

営業本部マーケティング統括部マーケティング開発部 

ミルクマーケティンググループ長 
奥 恵貴 

営業本部マーケティング統括部 

ミルク事業マーケティング部長 
営業本部市乳統括部市乳マーケティンググループ長 長谷川 久仁夫 

営業本部食品素材統括部 

食品素材マーケティンググループ長の兼務を解く 

営業本部食品素材統括部長 

兼 営業本部食品素材統括部食品素材マーケティンググループ長 
松本 太 

営業本部食品素材統括部食品素材マーケティンググループ長 西日本支社大阪支店食品素材販売課 マネージャー 森 裕太郎 

海外事業本部海外事業企画部 担当部長 海外事業本部海外事業企画部ミライ事業支援管理室長 牛田 吉彦 



 

海外事業本部海外事業企画部事業支援グループ長 
海外事業本部海外事業企画部ミライ事業支援管理室  

マネージャー 
宮内 清隆 

出向（エムケーチーズ株式会社）   東京工場事務部長 内海 浩昭 

東京工場長 

兼 東京工場事務部長 
東京工場長 山本 陽一 

西日本支社中四国支店長 

兼 西日本支社中四国支店高松支店長 

西日本支社中国支店長 

兼 西日本支社四国支店長 
肘井 義之 

西日本支社中四国支店カスタマー営業２部長 出向（森永乳業九州株式会社）  中井 啓二 

出向（森永乳業北海道株式会社）   首都圏支社関東支店食品素材販売課長 今井 宏 

首都圏支社関東支店食品素材販売課長 首都圏支社東京支店食品素材販売課 マネージャー 山川 真一 

出向（株式会社ナポリアイスクリーム）   中部支社北陸支店カスタマー営業２部長 杉本 宗史 

中部支社北陸支店カスタマー営業１部長 

兼 中部支社北陸支店カスタマー営業２部長 
中部支社北陸支店カスタマー営業１部長 清水 誠 

営業本部営業企画部戦略推進グループ マネージャー 西日本支社大阪支店神戸支店市乳販売課長 原田 周 

西日本支社大阪支店市乳販売課長 

兼 西日本支社大阪支店神戸支店市乳販売課長 
西日本支社大阪支店市乳販売課長 稲葉 暖 

西日本支社大阪支店食品素材販売課長の兼務を解く 
西日本支社食品素材販売部長 

兼 西日本支社大阪支店食品素材販売課長 
神谷 昌志 

西日本支社大阪支店食品素材販売課長 西日本支社四国支店食品素材販売課長 梅相 誠 

中部支社カスタマー営業統括部 

カスタマー営業企画部 マネージャー 
西日本支社中国支店岡山営業所長 森山 直樹 

西日本支社中四国支店岡山営業所長 西日本支社中国支店カスタマー営業２部長 天野 正貴 

情報システムセンター長の兼務を解く 
経営戦略本部ＩＴ改革推進部長 

兼 情報システムセンター長 
桑村 典和 

情報システムセンター長 情報システムセンター マネージャー 知久 康成 

経営戦略本部ＩＴ改革推進部 マネージャー 情報システムセンター 副センター長 吉田 忠行 

情報システムセンター 副センター長 

兼 情報システムセンター管理課長 
経営戦略本部ＩＴ改革推進部 マネージャー 北條 秀樹 



 

情報システムセンター基盤課長 情報システムセンター マネージャー 木村 泰治 

情報システムセンター開発課長 情報システムセンター マネージャー 伊藤 貴正 

情報システムセンターデジタル推進課長 情報システムセンター マネージャー 池田 寿文 

生産技術センター長 装置開発センター長 宮本 哲夫 

生産技術センター先進技術課長 装置開発センター装置設計課長 中沼 浩 

生産技術センター環境技術課長 生産本部生産部 マネージャー 川崎 起洋一 

生産技術センター基盤技術課長 装置開発センター技術開発課長 溝田 泰達 

出向（株式会社モリテック）   西日本市乳センター需給課長 立入 純一 

西日本市乳センター需給課長 西日本市乳センター需給課 マネージャー 木下 亮一 

 

組織改正 

1コーポレート本部の広報ＩＲ部とＣＳＲ推進部を独立させ、「サステナビリティ本部」を新たに設置する。 

2ＣＳＲ推進部をサステナビリティ推進部に改称する。 

3サステナビリティ推進部の CSR企画グループを企画グループに、社会貢献推進グループを推進グループに、環境対策グループを環境マネジメントグル

ープに改称する。 

4研究本部のグループを研究室に改称する。 

5食品開発研究所に、ウェルネス食品研究室を新設する。 

6素材応用研究所よりフードソリューション研究所に 2グループを移設し、乳食品研究室、油脂食品研究室とする。 

7生産部に、法令表示グループを新設する。 

8マーケティング統括部内に、ヘルスケア事業、チーズ事業、冷菓事業、ヨーグルト・デザート事業、ビバレッジ事業、ミルク事業の各マーケティング

部を新設し、ヘルスケア事業マーケティング部にヘルスケアフーズ、乳幼児フーズの各マーケティンググループを新設する。 

 また、事業企画、生活者研究・リサーチ、中長期ウェルネスマーケティングの各グループを新設する。 

10市乳統括部の名称を市乳営業統括部に改称（5/13既報）し、マーケティング機能をマーケティング統括部ミルク事業マーケティング部に移管する。 

11マーケティング統括部の素材企画グループを素材戦略グループに改称し、営業企画部に移管する。 

 同時に、営業企画部に戦略推進グループ、業績管理グループを新設し、３グループ体制とする。 

12海外事業本部海外事業企画部に事業支援グループを新設する。 

13海外事業本部海外営業部のウェルネス事業グループを乳幼児栄養食品事業グループに、クリニカル食品事業開発グループをヘルスケア食品事業グル

ープに改称する。 

14中国支店を四国支店と統合し、中四国支店とする。現四国支店を中四国支店の傘下とし、高松支店へ改称する。 



 

15情報システムセンターに管理課、基盤課、開発課、デジタル推進課を設置し、４課体制とする。 

16装置開発センターを生産技術センターに改称し、先進技術課、環境技術課、基盤技術課を新設、３課体制とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


