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組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

2021年１月 29日開催の当社取締役会決議により、下記の通り組織変更および人事異動を実施しますので、 

お知らせいたします。 

 

記 

 
１．組織変更の内容（2021年４月１日付） 

（１） 事業本部を事業部制から本部長直轄の14支社制とし、地域密着による情報収集と迅速な対応などに

よる機動力の向上を図り、全国営業拠点のネットワークを活用した営業活動を強化する。 

また受注発注から請求業務、営業スタッフへの企画、提案に至るサポート業務を取り込むべく、事

務センターを東京、名古屋、大阪に設置する。 

（２） 特販営業本部を「広域営業本部」に改称し、事業本部より広域営業部を移管するとともに「販売推

進部」と改称する。従来の２営業部制から３営業部制に変更し、広域に展開する企業に対しての営

業体制を整備し、組織戦略の一層の強化を図る。 

（３） 流通営業本部は、地域に営業拠点を展開するユニットを「支店」に改称し、チャネル戦略、商品戦

略により家庭用におけるシェア拡大を図る。 

（４） ＳＣＭ本部購買部に「購買チーム」を新設する。また調達チームを購買部管下とし、業務管理およ

び購買機能の連携強化を図る。 

 

２. 人事異動（2021年４月１日付） 

（１）取締役の委嘱業務の変更 

新役職名 旧役職名 氏  名 

取締役会長 取締役会長 品質保証部管掌 新川 雄司 

取締役専務執行役員 営業統括 

事業本部、流通営業本部、広域営業本部、

ストラテジーソリューション事業部 

管掌 

取締役専務執行役員 営業統括 

事業本部、流通営業本部、特販営業本部、

ストラテジーソリューション事業部 

管掌 

小澤 信宏 

取締役常務執行役員  

管理本部、経営企画部、品質保証部管掌 

取締役常務執行役員 経営企画部長  

管理本部管掌 
安藤 昌也 



（２）執行役員の委嘱業務の変更 

新役職名 旧役職名 氏  名 

執行役員 広域営業本部長 兼 

販売推進部長 
執行役員 ＳＣＭ本部長 酒井 正一 

執行役員 ＳＣＭ本部長 執行役員 マーケティング本部長 中野 正崇 

執行役員 マーケティング本部長 兼 

市場戦略部長 兼 イリー事業部長 

マーケティング本部 市場戦略部長 

兼 イリー事業部長 
茂田 優 

執行役員 事業本部長 事業本部 東日本事業部長 松澤 真一 

執行役員 流通営業本部長 兼 

流通戦略部長 

流通営業本部 副本部長 兼 

流通戦略部長 
星野 不二男 

 

（３）幹部社員の異動 

新役職名 旧役職名 氏  名 

営業統括付 参与 執行役員 流通営業本部長 森本 篤俊 

営業統括付 参与 
執行役員 事業本部長 兼  

東京事業部長 
小杉 太 

経営企画部長 経営企画部 担当部長 福田 厚 

品質保証部長 兼 監査室長 品質保証部長 渡部 聡 

管理本部 副本部長 兼 財務部長 管理本部 財務部長 小林 健一郎 

商品統括付 参事 商品統括付 担当部長 大島 正宏 

ＳＣＭ本部 副本部長 兼 生産管理

部長 兼 ロジスティクス部長 

ＳＣＭ本部 生産管理部長 兼 

ロジスティクス部長 
秋元 伸夫 

ＳＣＭ本部 中部工場長 兼 

中部工場 品質管理課長 
ＳＣＭ本部 中部工場長 内田 正昭 

ＳＣＭ本部 九州工場長 兼 

ロジスティクス部 九州物流課長 兼 

九州工場 品質管理課長 

ＳＣＭ本部 九州工場長 兼 

ロジスティクス部 九州物流課長 
久保山 稔夫 

事業本部 事業推進部長 兼  

東京事務センター長 
事業本部 事業推進部長 磯田 義尊 

事業本部 副本部長 兼 西日本担当 事業本部 首都圏事業部長 芳賀 栄一 

事業本部 東日本担当 兼 

関信越支社長 
事業本部 西日本事業部長 柳 雅人 

事業本部 横浜支社長 事業本部 首都圏事業部 横浜支店長 宮澤 茂樹 



事業本部 中部支社長 兼 

中部事務センター長 
事業本部 中部事業部長 東園 浩 

事業本部 近畿支社長 兼 

近畿事務センター長 
事業本部 近畿事業部長 小野寺 幹也 

事業本部 九州支社長 事業本部 広域営業部長 原田 憲之 

流通営業本部 東日本支店統括 流通営業本部 東日本支社長 松浦 功佳 

流通営業本部 札幌支店長 
流通営業本部 東日本支社 

北海道ユニットリーダー 
藤倉 健詞 

流通営業本部 東京支店長 
流通営業本部 東日本支社 

首都圏ユニットリーダー 
清田 欣也  

流通営業本部 西日本支店統括 流通営業本部 西日本支社長 真壁 広幸 

流通営業本部 大阪支店長 
流通営業本部 西日本支社 

近畿ユニットリーダー 
前田 重敏 

流通営業本部 福岡支店長 
流通営業本部 西日本支社 

九州ユニットリーダー 
八木 新一 

＜出向＞ 

管理本部 総務人事部付 

キーコーヒーコミュニケーションズ 

株式会社 

ＳＣＭ本部 副本部長 藤井 真志 

＜出向＞ 

管理本部 総務人事部付 担当部長 

スラウェシ興産株式会社 

＜出向＞ 

管理本部 総務人事部付 担当課長 

スラウェシ興産株式会社 

石井 亮 

 

 

 以 上 


