
2022年 2月 24日 

三菱商事パッケージング株式会社 

 

 

組織改編及び執行役員人事等に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催致しました取締役会において、2022年 4月 1日の組織改編及び執

行役員人事等を以下の通り決議しましたので、お知らせ致します。 

 

 

1. 組織改編の目的 

大きく変化している事業環境に対応する為、当社におきましては、私たちが持つ

べき競争優位性である「開発営業機能」を徹底強化し、プロダクトアウト型から「消

費者起点」への転換を目的とする、中期経営計画「トランスフォーム 2022」を昨年

4月より推進しております。 

この一環として、「CVS 向け事業の徹底強化」、「第二の柱構築」、「外部環境変化

への対応」、「社員のモチベーションアップと成長促進」という、“私たちの目指す 4

つの姿”を早期に実現し、当社の最終的なお客様である消費者の皆さまにとって

の価値を創造するサステナブルな企業への変身（トランスフォーム）を加速させる

目的で、今般、組織改編を行うことと致しました。 

 

2. 組織改編の内容 

(1)「包装事業部」、「流通事業部」、「リテイル事業部」、「コンシューマープロダクツ 

  事業部」4事業部を、全社の物流と消耗品調達を集約する｢SCM本部」、原料 

  及び製品の情報と商流を集約し商品開発・調達を行う「商品本部」、対ユー 

  ザー窓口を一元的に担う「営業本部」の 3本部に再編します。 

(2)品質保証室を新設します。 

(3)事業系の部の下部組織であるチームを廃止し、フラット化を行います。 

(4)名古屋支店を廃止し、2022年 4月 1日設立予定の子会社ダイヤトレーディ 

  ング株式会社名古屋支店に改組します。 

(5)大阪支店、福岡支店を営業本部の管下とします。 

(6)事業部・支店管下の営業総括グループを、本部管下の業務サポート部に改組 

  します。 

(7)板紙事業部、営業総括部を廃止します。 

 

 



3. 執行役員人事 

(1)退任（2022年 3月 31日付） 

氏 名 新 現 

黒田 竜史 退任 

(4月 1日付三菱商事㈱出向帰任 

及びﾀﾞｲﾔﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 

 代表取締役社長執行役員) 

常務執行役員 

板紙事業部長 

宮本 拓一 退任 

(4月 1日付 ﾀﾞｲﾔﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 

 執行役員第一事業部長) 

執行役員 

板紙事業部長代行 

(兼)直需部長 

尚、顧問 安倍寛信は、同日付けを以って退任します。  

 

(2)再任（2022年 4月 1日付） 

氏 名 新 現 

小林 俊一郎 社長執行役員（再任） 社長執行役員 

武田 光正 常務執行役員（再任） 

品質保証・内部統制担当 

(兼)品質保証室長 

常務執行役員 

ﾘﾃｲﾙ事業部長 

(兼)ﾘﾃｲﾙ部長 

(兼)ﾘﾃｲﾙ営業総括ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当

部長 

林 広二郎 常務執行役員（再任） 

管理本部長 

(兼)情報ｼｽﾃﾑ部管掌 

(兼)ﾁｰﾌｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｵﾌｨｻｰ 

常務執行役員 

管理本部長 

(兼)情報ｼｽﾃﾑ部管掌 

(兼)ﾁｰﾌｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｵﾌｨｻｰ 

秋間 茂 常務執行役員（再任） 

SCM本部長 

常務執行役員 

流通事業部長 

柴田 州穂 常務執行役員（再任） 

経営企画本部長 

常務執行役員 

経営企画本部長 

川上 宗人 執行役員（再任） 

商品本部長 

執行役員 

包装事業部長 

 

4. 関連人事（2022年 4月 1日付） 

氏 名 新 現 

横山 健 理事 

営業本部  

大阪支店長 

理事 

大阪支店長 

   



   

島田 賢一 理事 

経営企画本部長代行 

理事 

経営企画本部長付部長 

内山 潤一 理事 

営業本部  

福岡支店長 

理事 

福岡支店長 

（兼）板紙部長 

中村 卓司 理事 

SCM本部 

SCM第一部長 

理事 

流通事業部 

営業第二部長 

平原 通雄 理事 

営業本部長 

ｺﾝｼｭｰﾏｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部長 

 

大門 徹 

 

経営企画本部 

環境ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ戦略室長 

（兼）営業本部営業第四部 

ｺﾝｼｭｰﾏｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部 

ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ開発室長 

（兼）技術ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

鈴木 敦 SCM本部 

SCM第二部長 

流通事業部 

物流部 

一般包材第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

植田 陽成 SCM本部 

SCM第三部長 

経営企画本部 

環境ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ戦略室長 

能仁 俊也 SCM本部 

SCM第四部長 

流通事業部長付部長 

加藤 智子 SCM本部 

SCM業務ｻﾎﾟｰﾄ部長 

流通事業部 

流通統括部需給管理ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

（兼）流通営業総括ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

担当部長 

（兼）流通営業総括第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ﾘｰﾀﾞｰ 

（兼）流通営業総括第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ﾘｰﾀﾞｰ 

虎尾 恒志 

 

商品本部長代行 

（兼）商品第一部長 

流通事業部長代行 

（兼）物流部長 

（兼）物流統括ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

柴田 欣成 商品本部 

商品第二部長 

大阪支店 

包装資材部長 



新井 淳也 商品本部 

商品第三部長 

包装事業部 

包装資材部長 

(兼）化成品包装資材ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

(兼）包装営業総括ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

担当部長 

沖田 洋平 商品本部 

商品第四部長 

 

流通事業部 

営業第二部 

FF包装ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

片岡 祐子 商品本部 

商品業務ｻﾎﾟｰﾄ部長 

（兼）経営企画本部 経営企画室 

大阪支店 

営業総括ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

高橋 英樹 営業本部長代行 ｺﾝｼｭｰﾏｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部 

包装製品第二部長 

（兼）包装製品第一部長 

（兼）包装製品第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

（兼）包装製品第二ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

（兼）ｴｰｼﾞﾚｽﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

（兼）ｺﾝｼｭｰﾏｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ営業 

総括ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当部長 

内藤 公隆 営業本部長付部長 ｺﾝｼｭｰﾏｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部長付 

部長 

味戸 健 営業本部 

営業第一部長 

流通事業部 

営業第一部長 

篠原 祐一 営業本部 

営業第二部長 

ﾘﾃｲﾙ事業部 

MS部長  

金子 麻美 営業本部 

営業第三部長 

ﾘﾃｲﾙ事業部 

ﾘﾃｲﾙ部 

ﾘﾃｲﾙﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

元井 洋 営業本部 

営業第四部長 

流通事業部 

流通統括部長 

（兼）統括ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

（兼）品質・技術ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

（兼）海外調達ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

   



   

今村 京子 営業本部 

営業業務ｻﾎﾟｰﾄ部長 

（福岡支店在） 

（兼）大阪支店長代行 

（兼）福岡支店長代行 

福岡支店 

営業総括ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

佐藤 みき 三菱商事(株) 営業総括部長 

加藤 亜希子 ﾀﾞｲﾔﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱  

管理部長 

（兼）第一事業部 

板紙第一部 

板紙販売第一ﾁｰﾑ 

板紙事業部 

板紙営業総括ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

(兼)板紙部板紙販売ﾁｰﾑ 

 

西川 和義 ﾀﾞｲﾔﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱  

第一事業部 

板紙第一部長 

板紙事業部 

板紙部長 

（兼）板紙営業総括ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当 

部長 

穂積 勇一 ﾀﾞｲﾔﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱  

第一事業部 

直需部長 

（兼）直需営業ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

板紙事業部 

直需部 

直需営業ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

(兼）経営企画本部 経営企画室 

東耕 正明 ﾀﾞｲﾔﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱  

名古屋支店長 

名古屋支店長 

（兼）包装資材部長 

（兼）板紙部長 

（兼）営業総括ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

今橋 史博 ﾀﾞｲﾔﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱  

大阪支店長 

大阪支店 

板紙部長 

髙岡 征司 ﾀﾞｲﾔﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 

第一事業部 

板紙第一部 

板紙販売第一ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

（兼）福岡支店長 

板紙事業部 

板紙部 

板紙販売ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

 

以 上 

 

 



2022年4月1日以降の組織概要

網掛けが今回の再編対象

本部･管掌 部･室 主たるミッション

　 内部監査室

品質保証室 主に当社オリジナル商品の品質保証

　

情報システム部管掌 情報システム部

　

管理本部 人事部

経理部

総務・審査部

経営企画本部 経営企画室

環境サステナブル戦略室

SCM本部 SCM第一部 店舗消耗品調達･物流

　 SCM第二部 食品工場等への物流

　 SCM第三部 輸出入･海外調達

SCM第四部 物流企画･開発

SCM業務サポート部 SCM本部の業務サポート

商品本部 商品第一部 化成品原材料調達･販売

商品第二部 軟包装を中心とする商品開発･調達

商品第三部 容器･トレーを中心とする商品開発･調達

商品第四部 紙製品を中心とする商品開発･調達

商品業務サポート部 商品本部の業務サポート

営業本部 営業第一部 小売業向け開発営業

営業第二部 外食･中食産業向け開発営業

営業第三部 食品･消費財メーカー等向け開発営業

営業第四部 新商品開発･マーケティング

営業業務サポート部 営業本部の業務サポート

大阪支店 西日本地区ユーザーへの開発営業

福岡支店 九州･沖縄地区ユーザーへの開発営業


