
 

 2020 年 8月 21日 

 

＜ニュースリリース＞ 

 

2020 年 10月 組織改定及び人事異動について 

 

カゴメ株式会社（代表取締役社長：山口 聡 本社：愛知県名古屋市）は、2020 年 10月１日付で、 

組織改定及び人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

 

１．2020年 10月 1日付 組織改定の目的と内容 

 

＜目的＞ 

本社を現行の 8本部 38部制から 7本部 40部制に再編成する。 

事業成長の種を探索し、事業計画へ育成する組織を新設、中期的な成長事業領域をトップ直轄組織に改編し、意

思決定と成長を加速させる。開発機能を統合し、効率化と成長へのリソース配分の強化を図る。 

 

＜内容＞ 

■ トップ直轄組織 

 新たな事業成長の種を探索し、事業計画への育成を担う「事業開発室」を新設する。 

 中期的な事業成長に向けてスピードを加速するため「野菜事業部」「農生産部」「アジアコンシューマー事業

部」をトップ直轄に新設・改編する。 

 

■ 商品開発本部 【新設】 

 各組織に点在した素材・商品開発機能を統合した「商品開発本部」を新設する。 

 開発機能の統合による効率化、新領域・成長分野へのリソース強化を図るとともに、事業部門との連携を強

化し開発スピードを加速させるため「新領域・通販開発部」「飲料・食品開発部」「ソリューション開発部」を新設

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．2020年 10月 1日付 人事異動 

役員     

氏名 新所属・役職 旧所属・役職 

山口 聡 代表取締役社長 代表取締役社長 兼 野菜事業本部長 

渡辺 美衡 取締役専務執行役員 

取締役専務執行役員 

（社長補佐 兼 特命プロジェクト担当 

 兼 国際業務担当） 

三輪 克行 取締役専務執行役員 
取締役専務執行役員 

（社長補佐 兼 特命プロジェクト担当） 

橋本 隆 専務執行役員 常務執行役員生産調達本部長 

宮地 雅典 
執行役員野菜をとろうキャンペーン担当 

兼 経営企画室広報グループ部長 
執行役員マーケティング本部長 

稲垣 慶一 執行役員マーケティング本部長 
執行役員名古屋支店長 

兼 営業推進部長 

   

コミットメントスタッフ   

長谷川 和弘 内部監査室長 部長（Kagome Inc.出向） 

真鍋 敦史 
野菜事業部長 

兼 ソリューショングループ部長 

野菜事業本部 

ベジタブル・ソリューション部 

ソリューショングループ担当課長 

安本 光政 野菜事業部フィールドグループ部長 

野菜事業本部 

ベジタブル・ソリューション部 

フィールドグループ部長 

吉田 知史 野菜事業部種苗グループ部長 

野菜事業本部 

ベジタブル・ソリューション部 

ソリューショングループ担当部長 

矢賀部 隆史 健康事業部担当部長 ソリューション本部商品開発部長 

鶴田 秀朗 アジアコンシューマー事業部長 経営企画室広報グループ部長 

山本 一成 アジアコンシューマー事業部担当部長 
国際事業本部 

グローバルコンシューマー事業部長 



氏名 新所属・役職 旧所属・役職 

羽布津 真典 

農生産部長 

兼 カゴメアグリフレッシュ㈱ 

  代表取締役社長 

部長 

（出向  

 ㈱八ヶ岳みらい菜園代表取締役専務） 

杉浦 浩 農生産部生産グループ担当部長 

野菜事業本部 

ベジタブル・ソリューション部 

ソリューショングループ担当部長 

岡田 朗 
農生産部業務推進グループ部長 

兼 物流グループ部長 

野菜事業本部農生産部長 

兼 業務推進グループ部長 

兼 物流グループ部長 

吉見 信彦 事業開発室長 経営企画室長付担当部長 

川地 真由 事業開発室担当部長 

野菜事業本部 

ベジタブル・ソリューション部長 

兼 ソリューショングループ部長 

大澤 則和 
品質保証部プロセス 

品質グループ担当部長 

品質保証部 

製造プロセス監査グループ担当部長 

秦 誠 
情報システム部長 

兼 カゴメアクシス㈱業務改革推進部長 

業務改革室課長  

兼 カゴメアクシス㈱ 

  業務改革推進部ＢＰＲグループ課長 

遠藤 正人 
マーケティング本部 

食品企画部 2グループ担当部長 

マーケティング本部 

食品企画部販売企画グループ担当部長 

袴田 祥人 マーケティング本部広告部長 北海道支店長 

鈴木 克美 
マーケティング本部 

お客様相談センター所長 
東京支社営業推進部長 

生形 省次 商品開発本部長 ソリューション本部長 

川名 隆広 商品開発本部新領域・通販開発部長 イノベーション本部素材開発部長 

増部 興作 商品開発本部飲料・食品開発部長 小坂井工場生産管理課長 

古井 博康 商品開発本部ソリューション開発部長 
マーケティング本部 

お客様相談センター所長 

寺本 隆博 北海道支店長 名古屋支店静岡営業所長 



氏名 新所属・役職 旧所属・役職 

伊藤 幸之助 東北支店長 東京支社営業二部長  

井出 崇弘 東京支社営業推進部長 大阪支店営業推進部長 

大野 史孝 東京支社営業二部長 マーケティング本部広告部長 

村山 浩一 東京支社営業三部営業 5グループ長 東京支社営業二部営業 1グループ長 

広瀬 充彦 東京支社関東支店営業 2グループ長 東京支社営業推進部長付担当部長 

河原 丈二 名古屋支店長 兼 営業推進部長 東北支店長 

岩田 重幸 大阪支店営業推進部長 大阪支店営業推進部営業推進課長 

藤澤 昭典 営業本部ソリューション営業部長 
ソリューション本部 

ソリューション営業部長 

葉色 義久 生産調達本部長 生産調達本部調達部長 

加藤 真澄 生産調達本部調達部長 内部監査室長 

臼井 弘司 上野工場長 上野工場製造課長 

小林 裕一 小坂井工場長 小牧工場長 

岩渕 茂樹 小牧工場長 上野工場長 

毛利 英一郎 

部長 

（出向 カゴメアクシス㈱ 

ビジネスサポートセンター長） 

業務改革室長 

兼 情報システム部長  

兼 カゴメアクシス㈱業務改革推進部長 

 

 
＜報道機関の皆様向けのお問い合わせ先＞ 

カゴメ株式会社 経営企画室 広報グループ 鶴田・北川・堀江 
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