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平成 20 年 4 月 24 日
オリエンタル酵母工業株式会社
東京都板橋区小豆沢 3‑6‑10

組織改革、及び役員・主要社員・関係会社役員等の人事異動に関するお知らせ

組織改革、及び役員・主要社員・関係会社役員等の人事異動を、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
１．組織改革
平成２０年６月１日付
（１） 技術・ＱＡ本部を技術・品質保証本部に改称する。
（２） 技術・ＱＡ本部ＱＡ部を技術・品質保証本部品質保証部に改称する。
（３） 食品事業本部営業統括部に第１部、第 2 部をおく。
（４） 食品事業本部内のＦＢユニット、ＭＤユニットを統合し、フィリングユニットを
おく。
２．役員等の異動
※ 人事は「新職、（旧職）
、変動なし 氏名」の順
平成２０年６月 1 日付
社長付、（食品事業本部副本部長兼ＦＢユニット管掌）、取締役

藤本行博

（経営企画本部研究統括室長）、取締役経営企画本部長 兼 経営企画本部企画・広報部長
森
社長付、（技術・ＱＡ本部長

兼

技術・ＱＡ本部技術部長）、取締役

裕行

鈴木康生

（管理本部経理部長）、取締役管理本部長

渡邊隆雄

管理本部経理部長、（管理本部総務部長）、取締役

原

俊和

社長付、（バイオ事業本部副本部長兼ライフサイエンス部長兼ライフサイエンス部ＣＮ
ユニット管掌）、取締役

鎌田康行

技術・品質保証本部長兼技術・品質保証本部技術部長、（東京工場長兼東京工場工務課長）、
参与
食品事業本部

水藤彰則
イーストユニット担当部長兼生産・開発統括部副部長、（大阪工場長）、

参与
食品事業本部

吉田 巌
営業統括部第１部長、（食品事業本部

部長職）、参与

佐藤和紀

平成２０年６月１９日付
株式会社パニーフーズネット代表取締役社長、（社長付）、取締役
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藤本行博

平成２０年６月２７日付
代表取締役会長、（代表取締役社長）

内藤利邦

代表取締役社長、（㈱日清製粉グループ本社専務取締役、日清製粉㈱取締役社長）
中村隆司
常務取締役、
（取締役）、管理本部長

渡邊隆雄

管理本部副本部長、取締役管理本部経理部長

原 俊和

取締役、（参与）、技術・品質保証本部長兼技術・品質保証本部技術部長

水藤彰則

取締役

バイオ事業本部副本部長兼バイオ事業本部バイオサイエンス部ＤＧ・ＲＰユ

ニット管掌、
（参与

バイオ事業本部ライフサイエンス部副部長兼バイオ事業本部バ

イオサイエンス部ＤＧ・ＲＰユニット担当部長）、バイオ事業本部バイオサイエンス
部長

新井秀夫

特別顧問、（代表取締役会長）

新倉英隆

顧問、（取締役）、6/19㈱パニーフーズネット代表取締役社長

藤本行博

顧問、（取締役社長付）、6/27㈱パニーデリカ取締役会長

鈴木康生

顧問、（取締役社長付）、6/27㈱オリエンタルバイオサービス関東専務取締役鎌田康行
監査役、（内部統制室長）

田中和雄

監査役、（㈱日清製粉グループ本社監査役付兼内部統制部）

本田信行

顧問、（監査役）

染野征雄

退任、（監査役）

大石公雄

参与、管理本部総務部長

葦澤哲治

参与、バイオ事業本部ライフサイエンス部長兼バイオ事業本部ライフサイエンス部
ＣＮユニット担当部長

桑原吉史

参与、食品事業本部フィリングユニット担当部長

佐藤

参与、大阪工場長

中島亮一

（参与）、食品事業本部

彰

イーストユニット担当部長兼生産・開発統括部副部長
吉田

巌

３．主要社員の異動
平成２０年６月 1 日
経営企画本部長付、（長浜事業所生化学生産開発センター品質管理室長兼長浜事業所
ＴＰＭ推進室長）

紀平安則

兼経営企画本部海外事業部、バイオ事業本部バイオサイエンス部ＤＧ・ＲＰユニット
担当課長

茨田和昌

兼経営企画本部研究統括室長、経営企画本部酵母機能開発部長兼東京食品研究所副所長
兼東京食品研究所酵母機能開発グループ長

神前 健

管理本部総務部長、（関東営業所長）

葦澤哲治

管理本部総務部次長、（経営企画本部

企画・広報部部長代理）

管理本部総務部課長職、
（東京バイオ営業所所長代理）

長島啓太
影山雅生

技術・品質保証本部技術部課長職、
（埼玉工場設備担当課長兼埼玉工場ＴＰＭ推進室長
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兼技術・ＱＡ本部技術部（関東駐在））

田中将仁

食品事業本部生産・開発統括部次長（食品開発センター所長代理兼食品開発センター
（大阪）センター長）

福原英与

食品事業本部営業統括部第２部長、食品事業本部ＢＳユニット担当部長

岡 治

食品事業本部営業統括部第２部部長代理、食品事業本部ＢＳユニット担当部長代理兼
経営企画本部酵母機能開発部

沖田公子

食品事業本部営業統括部課長職兼経営企画本部海外事業部、（OYC International,Inc.）
山口直樹
（食品開発センター）、食品事業本部営業統括部課長職

植松優子

食品事業本部営業統括部課長職、（名古屋営業所所長代理）

星田憲司

食品事業本部営業統括部第１部課長職、（食品事業本部課長職）

鈴木利忠

兼食品事業本部営業統括部、食品事業本部粉体ユニット担当課長職

保田正行

食品事業本部フィリングユニット担当部長、（食品事業本部ＭＤユニット担当部長）
佐藤

彰

食品事業本部フィリングユニット担当副部長、
（食品事業本部副本部長付（ＦＢユニッ
ト担当））

森

勝之

食品事業本部フィリングユニット担当副部長、
（食品事業本部ＦＢユニット担当副部長）
小島清造
バイオ事業本部業務部副部長、（管理本部経理部次長）

藤森 浩

バイオ事業本部バイオサイエンス部ＤＧ・ＲＰユニット担当部長代理、（㈱オリエンタル
バイオサービス関東

営業部長）、㈱オリエンタルバイオサービス関東

常務取締役
鈴木浩昭

バイオ事業本部バイオサイエンス部ＤＧ・ＲＰユニット担当部長代理、
（OYC International,Inc.）

松川寛和

バイオ事業本部ライフサイエンス部長兼バイオ事業本部ライフサイエンス部ＣＮユ
ニット担当部長、（バイオ事業本部ライフサイエンス部副部長）

桑原吉史

東京工場長、
（東京工場副工場長兼東京工場製造課長）

原 克彦

東京工場製造課長、（東京工場品質管理室長兼東京工場ＴＰＭ推進室長兼技術・ＱＡ本
部ＱＡ部）

野澤利夫

東京工場工務課長兼技術・品質保証本部技術部（関東駐在）、（東京工場設備担当課長
兼技術・ＱＡ本部技術部（関東駐在））

真浦 勲

東京工場品質管理室長兼技術・品質保証本部品質保証部（大阪工場イースト製造課課
長代理）

佐々木祐二

東京工場ＴＰＭ推進室長、東京工場工務課環境担当課長

木暮 健

埼玉工場次長兼埼玉工場製造課長、
（びわ工場長代理）

伊藤 修

埼玉工場製造課バタークリーム担当課長、（埼玉工場製造課長）

荒井新樹

埼玉工場ＴＰＭ推進室長兼技術・品質保証本部品質保証部、（技術・ＱＡ本部ＱＡ部）、
埼玉工場品質管理室長
大阪工場長、
（食品事業本部

篁泰治郎
イーストユニット担当部長）

大阪工場次長、（大阪工場工場長代理兼大阪工場イースト製造課長）
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中島亮一
下田政美

大阪工場イースト製造課長、（大阪工場品質管理室長兼技術・ＱＡ本部ＱＡ部）
田中雄一
大阪工場品質管理室長兼技術・品質保証本部品質保証部、
（大阪工場ＢＳ製造課長兼経
営企画本部酵母機能開発部）

磯部知雄

大阪工場ＢＳ製造課長兼経営企画本部酵母機能開発部、（大阪工場ＢＳ製造課課長代理）
川西信行
大阪工場工務課課長代理、（技術・ＱＡ本部技術部課長職）

宮奥 太

大阪工場事務管理センター所長代理、（大阪営業所所長代理）

出口都彦

関東営業所長、（大阪営業所長）

福田稔成

東京バイオ営業所長、（大阪バイオ営業所長）

池村哲夫

東京バイオ営業所所長代理、（大阪バイオ営業所所長代理）

内山昌治

東京バイオ営業所所長代理、（㈱オリエンタルバイオサービス関東）

田中信彦

東京バイオ営業所所長代理（東海駐在）、（東京バイオ営業所所長代理（富士宮駐在））
池田仙史
大阪営業所長、（食品事業本部営業統括部次長兼食品開発センター次長）

淡路祐光

大阪バイオ営業所長、（バイオ事業本部業務部部長代理）

中臺 顕

長浜事業所生化学生産開発センター品質管理室長、長浜事業所長兼長浜事業所長浜生
化学生産開発センター所長

内田浩二

長浜事業所ＴＰＭ推進室長、長浜事業所副所長兼長浜事業所事務管理センター所長
安藤重雄
食品開発センター（大阪）センター長、（食品開発センター（東京）センター長代理
佐々木祐一
㈱オリエンタルバイオサービス、
（ＬＡセンターセンター長代理兼技術・ＱＡ本部ＱＡ
部）
㈱オリエンタルバイオサービス関東

密
営業部長、（東京バイオ営業所長）

武嗣

江川寅彦

OYC International,Inc.、（バイオ事業本部バイオサイエンス部ＤＧ・ＲＰユニット担
当課長兼経営企画本部海外事業部）

仲西一裕

平成２０年６月２７日
内部統制室長、（管理本部総務部副部長）

三島欣也

４．関係会社役員の異動
平成２０年６月２７日付
株式会社パニーデリカ
取締役会長、
（オリエンタル酵母工業㈱取締役社長付）、オリエンタル酵母工業㈱顧問
鈴木康生
取締役、工場長

柿野正和

監査役、（オリエンタル酵母工業㈱内部統制室長）、オリエンタル酵母工業㈱監査役
田中和雄
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退任、（取締役会長）、オリエンタル酵母工業㈱顧問

荒井健二

辞任、（監査役）、オリエンタル酵母工業㈱顧問

染野征雄

平成２０年６月１９日付
株式会社パニーフーズネット
取締役相談役、（代表取締役社長）、オリエンタル酵母工業㈱顧問

梅津芳男

代表取締役社長、（オリエンタル酵母工業㈱取締役社長付）
、オリエンタル酵母工業㈱
取締役

藤本行博

取締役、オリエンタル酵母工業㈱関東営業所長

福田稔成

退任、（取締役）、 オリエンタル酵母工業㈱参与食品事業本部営業統括部長 葛西茂男
平成２０年６月１９日付
エスケーフーヅ株式会社
取締役、オリエンタル酵母工業㈱参与食品事業本部営業統括部長

葛西茂男

退任、（常務取締役）、オリエンタル酵母工業㈱経営企画本部海外事業部副部長
鷲足

徹

平成２０年６月２７日付
株式会社日本バイオリサーチセンター
取締役、オリエンタル酵母工業㈱常務取締役管理本部長

渡邊隆雄

取締役、試験管理部副部長

豊吉

退任、（取締役管理部長）

菱木基陽

退任、（取締役）、オリエンタル酵母工業㈱東京バイオ営業所長

池村哲夫

亨

平成２０年６月２７日付
北山ラベス株式会社
監査役、（オリエンタル酵母工業㈱内部統制室長）、オリエンタル酵母工業㈱監査役
田中和雄
退任、（監査役）、オリエンタル酵母工業㈱顧問

染野征雄

平成２０年６月２７日付
株式会社オリエンタルバイオサービス
取締役、オリエンタル酵母工業㈱大阪バイオ営業所長

中臺

顕

監査役、（オリエンタル酵母工業㈱内部統制室長）、オリエンタル酵母工業㈱監査役
田中和雄
顧問、（取締役管理部長）

北山道子

退任、（取締役）、オリエンタル酵母工業㈱顧問

鎌田康行

辞任、（監査役）、オリエンタル酵母工業㈱顧問

染野征雄
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平成２０年６月２７日付
株式会社オリエンタルバイオサービス関東
専務取締役、（オリエンタル酵母工業㈱取締役社長付）、オリエンタル酵母工業㈱顧問
鎌田康行
取締役営業部長、（オリエンタル酵母工業㈱東京バイオ営業所長）

江川寅彦

監査役、（オリエンタル酵母工業㈱内部統制室長）、オリエンタル酵母工業㈱監査役
田中和雄
退任、（常務取締役）、オリエンタル酵母工業㈱バイオ事業本部バイオサイエンス部
ＤＧ・ＲＰユニット担当部長代理

鈴木浩昭

辞任、（監査役）、オリエンタル酵母工業㈱顧問

染野征雄

平成２０年６月２７日付
株式会社ケービーティーオリエンタル
取締役、オリエンタル酵母工業㈱取締役バイオ事業本部長

道木泰徳

退任、（取締役）、オリエンタル酵母工業㈱顧問

鎌田康行

平成２０年６月２７日付
オリエンタルサービス株式会社
代表取締役社長、オリエンタル酵母工業㈱常務取締役管理本部長

渡邊隆雄

取締役、オリエンタル酵母工業㈱参与管理本部総務部長

葦澤哲治

監査役、（オリエンタル酵母工業㈱内部統制室長）、オリエンタル酵母工業㈱監査役
田中和雄
退任、（代表取締役社長）、オリエンタル酵母工業㈱取締役管理本部副本部長兼管理本部
経理部長

原

俊和

退任、（取締役）、オリエンタル酵母工業㈱内部統制室長

三島欣也

退任、（監査役）、オリエンタル酵母工業㈱顧問

染野征雄

以

この件のお問い合わせは下記へお願いいたします
オリエンタル酵母工業株式会社
経営企画本部 企画・広報部
TEL 03-3968-1125
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FAX

03-3968-8758

上

