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ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
平成１９年４月２６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１９年６月１日付 
（１） 経営企画部を経営企画本部に改称する。 

（１）－1.経営企画本部に企画・広報部、酵母機能開発部、海外事業部、研究統括室、

TPM 推進センターをおく。 
（２） バイオ事業本部に業務部、ライフサイエンス部に加え､新たにバイオサイエンス

部をおく。 
（２）－1.バイオサイエンス部は、大阪バイオ工場、長浜事業所を管轄する。 
（２）－2.バイオサイエンス部に DG・RP ユニットをおく。 

（３） 長浜生物科学研究所を長浜事業所に改称する。 
（３）－1.長浜事業所に長浜生物科学研究所､生化学生産開発センター、長浜事務管

理センター、長浜ライフサイエンスラボラトリー、TPM 推進室をおく。 
（３）－2.生化学生産開発センターに品質管理室をおく。 

（４） 大阪工場製造課をイースト製造課､ＢＳ製造課に分割する。 
（５） びわ工場製造課をフラワーペースト製造課、粉体製造課に分割する。 

 
２．役員等の異動 

 
※ 人事は「新職、（旧職）、変動なし  氏名」の順 
平成１９年６月 1 日付 
（管理本部長）、代表取締役社長                               内藤利邦 
社長付、（食品事業本部長）、常務取締役                                村本正顕 
食品事業本部長（バイオ事業本部長 兼 バイオ事業本部業務部長）、取締役   
                                                    中川真佐志 
食品事業本部 FB ユニット管掌、（FB ユニット担当）、取締役 食品事業本部副本部長 
兼 埼玉工場長                                                   藤本行博 
経営企画本部長 兼 経営企画本部企画・広報部長、（経営企画部長 兼 経営企画部 
海外事業室長）、取締役                                               森裕行 
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技術・ＱＡ本部長 兼 技術・ＱＡ本部技術部長、（バイオ事業本部副本部長 兼  
長浜生物科学研究所長 兼 大阪バイオ工場長）、取締役         鈴木康生 
食品事業本部イーストユニット管掌、（イーストユニット担当 兼 食品開発センター 
所長）、取締役 食品事業本部副本部長 兼 食品事業本部生産・開発統括部長 
                                           安藤正康 
管理本部長、取締役 管理本部経理部長                 渡邊隆雄 
バイオ事業本部長 兼 バイオ事業本部業務部長、（技術・ＱＡ本部長 兼  
技術・ＱＡ本部技術部長）、取締役                   道木泰徳 

  （大阪工場製造課長）、参与 大阪工場長                               吉田巌 
 
平成１９年６月２８日付 
常務取締役、（取締役）、食品事業本部長                               中川真佐志 
取締役 バイオ事業本部副本部長 兼 バイオ事業本部ライフサイエンス部ＣＮユニット

管掌、（参与 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長                            鎌田康行 
取締役 食品事業本部副本部長 兼 食品事業本部マーチャンダイズユニット管掌、 
（日清製粉㈱名古屋営業部部長）                   若菜智 
顧問 、（常務取締役 社長付）、6/18 エスケーフーヅ㈱代表取締役社長     村本正顕 

  参与、食品事業本部部長職                                            佐藤和紀 
  参与、経営企画本部海外事業部長                マーク・バーマン 
  参与、バイオ事業本部バイオサイエンス部長 兼 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  
                                  新井秀夫 
なお、現 取締役 山﨑増郎は平成 19 年 6 月 28 日に退任の予定です。 

 
３．主要社員の異動 

 
平成１９年６月 1 日付 
経営企画本部企画・広報部次長、（経営企画部部長代理）         篠田秀二 
経営企画本部企画・広報部部長代理、（経営企画部部長代理）       長島啓太 
経営企画本部酵母機能開発部長、（経営企画部酵母機能開発室長）          岡治 
経営企画本部酵母機能開発部副部長、（経営企画部酵母機能開発室副室長）  酒本秀一 
経営企画本部海外事業部長、（OYC インターナショナル 社長）       マーク・バーマン 
経営企画本部海外事業部副部長、（経営企画部海外事業室副室長）        永嶋昭広 
経営企画本部海外事業部次長、（経営企画部海外事業室次長）          菅野健樹 
経営企画本部海外事業部次長、（経営企画部海外事業室次長）          小島清造 
経営企画本部海外事業部課長職、（経営企画部海外事業室課長職）        瀬尻壮一 
経営企画本部研究統括室長、（経営企画部研究統括室長）            藤田剛 
経営企画本部研究統括室課長職、（経営企画部研究統括室課長職）        増田佳史 
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大阪バイオ工場長、（経営企画部酵母機能開発室課長職 兼 東京食品研究所酵母機能

開発グループ）                                                野々部昌継 
経営企画本部 TPM 推進センター所長、（経営企画部 TPM 推進センター所長） 
                                                                    安藤與志夫 
経営企画本部 TPM 推進センター所長代理、（経営企画部 TPM 推進センター所長代理） 
                                                                     石水一彦 
技術・QＡ本部技術部次長、（技術・QＡ本部技術部部長代理）             齋藤敏 
中越酵母工業㈱出向、食品事業本部付                                  柄沢次男 
食品開発センター所長、（食品開発センター所長代理）                    佐藤信良 
東京工場製造課長、東京工場副工場長                                   原克彦 
大阪工場工場長代理 兼 大阪工場イースト製造課長、（東京工場工場長代理  
兼 東京工場製造課長）                                               下田政美 
経営企画本部酵母機能開発部課長職 兼 東京食品研究所酵母機能開発グループ、 
（大阪工場製造課イースト担当課長）                                   糟谷健二 
大阪工場イースト製造課課長代理、（大阪工場製造課イースト担当課長代理）佐々木祐二 
大阪工場ＢＳ製造課長、（大阪工場製造課酵母エキス等担当課長）          磯部知雄 
大阪工場ＢＳ製造課課長代理、（大阪工場製造課酵母エキス等担当課長代理）川西信行 
びわ工場粉体製造課長、（びわ工場製造課粉体担当課長）                  北出光広 
びわ工場フラワーペースト製造課長、（びわ工場製造課フラワーペースト担当課長） 
                                                                     藤井祥憲 
バイオ事業本部バイオサイエンス部長 兼 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 
ＤＧ・ＲＰユニット担当部長 兼 長浜生物科学研究所次長 兼 大阪バイオ工場 
工場長代理）                                                         新井秀夫 
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、（バイオ事業本部

ＤＧ・ＲＰユニット担当部長代理）                               白坂元昭 
バイオ事業本部バイオサイエンス部ＤＧ・ＲＰユニット担当課長、 
（バイオ事業本部ＤＧ・ＲＰユニット担当課長）                         茨田和昌 
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、 
（バイオ事業本部ＤＧ・ＲＰユニット担当課長）                         仲西一裕 
長浜事業所長 兼 長浜事業所長浜ライフサイエンスラボラトリー所長、 
（長浜生物科学研究所長浜ライフサイエンスラボラトリー所長 兼  
長浜生物科学研究所副所長）                                         中尾義喜 

 長浜事業所生化学生産開発センター所長、（長浜生物科学研究所次長 兼 経営企画部 
酵母機能開発室）                                                     内田浩二 

  長浜事業所長浜生物科学研究所長、（長浜生物科学研究所次長）            保田尚孝 
 長浜事業所長浜ライフサイエンスラボラトリー所長代理、（長浜生物科学研究所 
所長代理 兼 長浜生物科学研究所長浜ライフサイエンスラボラトリー所長代理） 
                                                                     高田卯 

  長浜事業所長浜事務管理センター所長、（長浜生物科学研究所課長職）      岡部敏 
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 長浜事業所生化学生産開発センター課長職、（長浜生物科学研究所課長職）   大賀一幸 
 長浜事業所生化学生産開発センター課長職、（長浜生物科学研究所課長職）   北原哲夫 
  長浜事業所生化学生産開発センター品質管理室長、（長浜生物科学研究所品質管理室長）  

紀平安則 
平成１９年６月１８日、６月２８日付 
6/18 管理本部付、（管理本部総務部次長）                                
6/28 エスケーフーヅ㈱、（管理本部付）                                   鈴木智之 

 
４．関係会社役員の異動 

 
平成１９年６月１８日付 
株式会社パニーフーズネット 
取締役、オリエンタル酵母工業㈱食品事業本部営業統括部長                葛西茂男 
退任、（オリエンタル酵母工業㈱常務取締役 社長付）                      村本正顕 
 

 平成１９年６月１８日付 
  エスケーフーヅ株式会社 
  代表取締役社長、（オリエンタル酵母工業㈱常務取締役 社長付）            村本正顕 
  取締役、生産技術部長                                          渡辺洋 
  取締役管理部長、（オリエンタル酵母工業㈱管理本部付）                   鈴木智之 
 退任、（代表取締役社長）                                               北嶋襄 
 退任、（取締役管理部長）                                               太田稔 
 退任、（取締役）、オリエンタル酵母工業㈱食品事業本部営業統括部長        葛西茂男 
 
 平成１９年６月２８日付 
 北山ラベス株式会社 
 取締役、販売促進部長                                           伊藤邦次 
  退任、（取締役会長）                                                   松尾雄志 
  
  平成１９年６月２８日付 

株式会社日本バイオリサーチセンター 
常務取締役、（取締役試験管理部長）                   太田隆雄 

  取締役、オリエンタル酵母工業㈱バイオ事業本部長 兼 バイオ事業本部業務部長 
                                                                       道木泰徳 
 退任、（常務取締役管理部長）                      岡田謙司 
 退任、（取締役）、オリエンタル酵母工業㈱食品事業本部長                中川真佐志 
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 平成１９年６月２８日付                     
  株式会社ケービーティーオリエンタル 
  代表取締役会長、（取締役会長）                                        渡邉勲 
  取締役、（代表取締役常務営業部長）                                    渡邉一貴 
 
平成１９年６月 1 日付 

  OYC インターナショナル 
 ダイレクター、オリエンタル酵母工業㈱バイオ事業本部長 兼 バイオ事業本部 

業務部長                                                             道木泰徳 
 

以  上 
 
 


