
２０１５年１０月１日付人事異動

取締役

氏名 新所属・役職 旧所属・役職

児玉 弘仁
取締役常務執行役員
シェアードサービス準備室長

取締役常務執行役員
アジア事業カンパニーＣＥＯ

渡辺 美衡
取締役常務執行役員経営企画本部長　兼
東日本大震災復興支援室長

取締役常務執行役員経営企画本部長　兼
情報システム部長

佐藤 邦彦
取締役常務執行役員社長付
ＰＢＩ事業担当

取締役常務執行役員研究開発本部長

執行役員

氏名 新所属・役職 旧所属・役職

住友 正宏
常務執行役員国際事業本部長　兼
グローバルコンシューマー事業部長　兼
グローバルトマトカンパニーＣＥＯ

常務執行役員
トマト事業カンパニーＣＥＯ　兼
企画調整室長

小篠 亮 常務執行役員営業管掌

常務執行役員コーポレート・コミュニ
ケーション本部長　兼
メディアコミュニケーション部長　兼
東日本大震災復興支援室長

小林 寛久 常務執行役員マーケティング本部長 執行役員コンシューマー事業本部長

山口 聡 執行役員イノベーション本部長
執行役員業務用事業本部長
兼　広域産業用営業部長

高野 仁
執行役員マーケティング本部
通販事業部長

執行役員通販事業本部長

田村 茂夫 執行役員イノベーション本部副本部長
執行役員研究開発本部副本部長　兼
研究開発推進部長

川地 真由 執行役員ソリューション本部長
執行役員研究開発本部
カスタマーソリューションセンター所長

川村 修 執行役員ＳＣＭ本部長 執行役員東京支社長

大滝 恭伸 執行役員東京支社長 執行役員広域営業統括部長

Martin Stilwell

執行役員国際事業本部グローバルトマト
カンパニーＣＴＯ　兼
H.I.T. SGPS S.A.ＣＥＯ

執行役員トマト事業カンパニーＣＴＯ
兼　H.I.T. SGPS S.A.ＣＥＯ

Luis de Oliveira

執行役員国際事業本部グローバルトマト
カンパニーGlobal Food Service担当　兼
Kagome Inc.ＣＥＯ

執行役員Kagome Inc.ＣＥＯ

橋詰 眞義
執行役員国際事業本部
グローバルトマトカンパニーアジア担当

執行役員アジア事業カンパニー
業務用事業部長

コミットメントスタッフ

氏名 新所属・役職 旧所属・役職

曽根 智子 ダイバーシティ推進室長
経営企画本部人事部
ダイバーシティ推進準備室長

奥谷 晴信
国際事業本部
グローバルコンシューマー事業部
企画調整室長

アジア事業カンパニーＣＦＯ　兼
企画調整室長
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長田 哲
国際事業本部
グローバルコンシューマー事業部
企画調整室担当部長

アジア事業カンパニー
コンシューマー事業部長

山西 和宏
国際事業本部
グローバルコンシューマー事業部
企画調整室担当部長

アジア事業カンパニー
コンシューマー事業部
海外営業グループ部長

安居 弘明
国際事業本部
グローバルコンシューマー事業部
企画調整室担当部長

ＰＢＩタスクフォース担当部長

佐伯 健
国際事業本部グローバルトマトカンパ
ニーＣＦＯ　兼　企画調整室長

トマト事業カンパニーＣＦＯ

伊藤 豪
国際事業本部グローバルトマトカンパ
ニー企画調整室担当部長

アジア事業カンパニー
業務用事業部担当部長

中田 健吾
国際事業本部グローバルトマトカンパ
ニー企画調整室担当部長

トマト事業カンパニー
アグリビジネス担当部長

笹沼 達夫 農事業本部営業企画部長 農事業本部営業部長

横川 二郎 農事業本部営業企画部業務用担当部長 農事業本部営業部業務用担当部長

那須野 崇之
農事業本部営業企画部
サラダ商品グループ部長

農事業本部サラダ商品部長

安本 光政 農事業本部調達部長 農事業本部営農支援部長

藤井 利行 農事業本部業務推進部長 農事業本部農事業企画部長

羽布津 真典 農事業本部新事業開発部長 農事業本部農事業企画部課長

坂本 秀樹 農事業本部新事業開発部担当部長
コーポレート・コミュニケーション本部
グローバルサステナビリティ部長

稲垣 慶一 マーケティング本部家庭用企画部長 コンシューマー事業本部商品企画部長

豊田 浩湖
マーケティング本部家庭用企画部
ギフト・特販グループ部長

コンシューマー事業本部マーケティング
部ギフト・特販グループ部長

土屋 恒幸 マーケティング本部業務用企画部長 大阪支店業務用営業部長

鈴木 克美 マーケティング本部営業推進部長 コンシューマー事業本部営業政策部長

吉田 知史
マーケティング本部
通販事業部商品企画グループ部長

通販事業本部商品企画担当部長

山本 善太
マーケティング本部
通販事業部販売企画グループ部長

通販事業本部販売企画　兼
事業推進担当部長

伊藤 一章 マーケティング本部広告宣伝部長
コンシューマー事業本部
マーケティング部長

矢賀部 隆史 マーケティング本部商品開発部長
研究開発本部
カスタマーソリューションセンター
商品開発部東京ソリューションラボ課長

早川 喜郎
マーケティング本部
お客様相談センター所長

コーポレート・コミュニケーション本部
お客様相談センター所長

清水 英俊 大阪支店業務用営業部長 名古屋支店業務用営業部業務用一課長
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生形 省次
ソリューション本部
ソリューション開発部長

研究開発本部
カスタマーソリューションセンター
商品開発部長

広瀬 充彦 ソリューション本部広域家庭用営業部長 広域営業統括部広域量販店グループ課長

原 隆泰
ソリューション本部
広域家庭用営業部担当部長

広域営業統括部
広域量販店グループ担当部長

遠藤 正人 ソリューション本部広域業務用営業部長 業務用事業本部業務用開発営業部長

前澤 勉
ソリューション本部
広域業務用営業部
広域産業用営業グループ担当部長

業務用事業本部広域産業用営業部担当部
長

上田 宏幸
イノベーション本部
イノベーション開発部長

経営企画本部
経営企画室事業育成グループ課長

深谷 哲也 イノベーション本部素材開発部長
研究開発本部
カスタマーソリューションセンター
素材開発部長

有村 俊文 イノベーション本部食品安全部長
研究開発本部
カスタマーソリューションセンター
食品安全部担当部長

荒牧 義典
イノベーション本部
食品安全部食品安全グループ部長

ＰＢＩタスクフォース室長

川名 隆広 イノベーション本部農資源開発部長 研究開発本部農資源開発部長

菅沼 大行 イノベーション本部自然健康研究部長 研究開発本部自然健康研究部長

花立 明 ＳＣＭ本部ＳＣＭ部長 課長（カゴメ物流サービス㈱出向）

岡田 朗 ＳＣＭ本部物流システム部長 経営企画本部ＳＣＭ部長

高橋 尚人 経営企画本部品質保証部長
研究開発本部
カスタマーソリューションセンター
食品安全部長

河津 佳子
経営企画本部財務経理部
ＩＲグループ部長

コーポレート・コミュニケーション本部
ＩＲ部長

森脇 弘 経営企画本部情報システム部長 経営企画本部品質保証部長

末田 隆司
経営企画本部
東日本大震災復興支援室担当部長

コーポレート・コミュニケーション本部
東日本大震災復興支援室担当部長

速水 正仁 生産調達本部委託生産部長 生産調達本部品質管理部長

細田 和良 部長（三井物産㈱出向予定） 業務用事業本部業務用企画部長

3


