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コーポレート・ガバナンス

役員紹介 2017年6月27日現在

取締役  

伊藤 雅俊
代表取締役 取締役会長 
  
1971年 4月 当社入社
1995年 7月 当社食品事業本部食品部長
1999年 6月 当社取締役
2003年 4月 味の素冷凍食品株式会社取締役社長
2003年 6月 当社取締役退任
2005年 4月 当社常務執行役員
2005年 4月 当社食品カンパニーバイスプレジデント
2005年 6月 当社取締役専務執行役員
2005年 6月 当社代表取締役（現任）
2006年 8月 当社食品カンパニープレジデント
2009年 6月 当社取締役社長最高経営責任者
2015年 6月 当社取締役会長（現任）

西井 孝明
代表取締役 取締役社長 最高経営責任者  
  
1982年 4月 当社入社
2004年 7月 味の素冷凍食品株式会社取締役
2007年 6月 同社常務執行役員
2009年 7月 当社人事部長
2011年 6月 当社執行役員
2013年 6月 当社取締役常務執行役員
2013年 8月 ブラジル味の素社代表取締役社長
2015年 6月 当社取締役社長最高経営責任者（現任）
2015年 6月 当社代表取締役（現任）

高藤 悦弘
代表取締役 専務執行役員 
食品事業本部長、物流企画、広告、
オリンピック・パラリンピック推進 
  
1979年 4月 当社入社
2002年 8月 インドネシア味の素社取締役社長
2007年 7月 当社アミノ酸カンパニー加工用 
  うま味調味料部長
2009年 6月 当社執行役員
2009年 6月 ブラジル味の素社代表取締役社長
2013年 6月 当社取締役常務執行役員
2013年 6月 タイ味の素社取締役社長
2015年 1月 味の素アセアン地域統括社取締役社長
2015年 6月 当社取締役専務執行役員（現任）
2016年 6月 当社食品事業本部長（現任）
2017年 6月 当社代表取締役（現任）

福士 博司
代表取締役 専務執行役員 
アミノサイエンス事業本部長 
  
1984年 4月 当社入社
2009年 7月 当社アミノ酸カンパニーアミノ酸部長
2011年 6月 当社執行役員
2013年 6月 当社取締役常務執行役員
2013年 6月 当社バイオ・ファイン事業本部長
   （現、アミノサイエンス事業本部長）（現任）
2015年 6月 当社取締役専務執行役員（現任）
2017年 6月 当社代表取締役（現任）

栃尾 雅也
取締役 専務執行役員 
コーポレート統括、法務  
  
1983年 4月 当社入社
2007年 7月 当社食品カンパニー海外食品部長
2011年 6月 当社執行役員
2011年 6月 当社経営企画部長
2013年 6月 当社取締役常務執行役員
2017年 6月 当社取締役専務執行役員（現任）

木村 毅
取締役 常務執行役員 
研究開発統括、品質保証、知的財産、母子栄養改善 
  
1984年 7月 米国国立衛生研究所入所
1989年 4月 当社入社
2005年 7月 当社品質保証部長
2009年 6月 当社執行役員
2010年10月 当社研究開発企画部長
2013年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

橘・フクシマ・咲江
社外取締役 
  
1995年 5月 コーン・フェリー・インターナショナル社
  米国本社取締役
2000年 9月 日本コーン・フェリー・インターナショナル
  株式会社取締役社長
2009年 5月 同社取締役会長
2010年 3月 株式会社ブリヂストン社外取締役（現任）
2010年 7月 G&Sグローバル・アドバイザーズ株式会社
  代表取締役社長（現任）
2011年 6月 当社社外取締役（現任）
2012年 5月 J.フロント リテイリング株式会社
  社外取締役（現任）
2013年 6月 三菱商事株式会社社外取締役
2016年 6月 ウシオ電機株式会社社外取締役（現任）

齋藤 泰雄
社外取締役  
  
1997年 8月 在アトランタ日本国総領事
2000年 4月 ユネスコ日本政府代表
2001年 8月 外務省欧州局長
2003年 5月 駐サウジアラビア特命全権大使
2006年 4月 駐ロシア特命全権大使
2009年 5月 駐フランス特命全権大使
2012年 6月 当社社外取締役（現任）

名和 高司
社外取締役 
  
1980年 4月 三菱商事株式会社入社
1991年 4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー社入社
2010年 6月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
   （現任）
2011年 6月 NECキャピタルソリューション株式会社
  社外取締役（現任）
2012年11月 株式会社ファーストリテイリング社外取締役
   （現任）
2014年 6月 株式会社デンソー社外取締役（現任）
2015年 6月 当社社外取締役（現任）

常勤監査役  

富樫 洋一郎 田中 靜夫

常務執行役員  

村林 誠
コーポレート戦略

尾道 一哉
イノベーション研究所長

小松 俊一
欧州アフリカ本部長

野坂 千秋
食品研究所長、ダイバーシティ推進担当

倉田 晴夫
北米本部長

児島 宏之
アミノサイエンス事業本部副事業本部長 兼 
バイオ・ファイン研究所長

竹内 秀樹
食品事業本部副事業本部長、営業企画

倉島 薫
アセアン本部長

吉宮 由真
日本コーポレート本部、秘書、 
グローバルコミュニケーション

藤江 太郎
情報企画、働き方改革担当

黒崎 正吉
ラテンアメリカ本部長

社外監査役  

橋本 正己
公認会計士

土岐 敦司
弁護士

村上 洋

執行役員  

杉森 正也
中国本部長

馬島 英治
ヨーロッパ味の素社 副社長

本山 浩
加工用調味料部長

谷 昌浩
グループ調達センター長

ダニエル ベルコビッチ
味の素ユーロリジン社 社長

グイネット ボンパス
欧州アフリカ本部副本部長 兼  
製薬カスタムサービス部長

坂本 次郎
プロマシドール・ホールディングス社 取締役

森島 千佳
家庭用事業部長

田村 光司
生産統括センター長

香田 隆之
生産戦略部長

深瀬 成利
東京支社長

横田 忠彦
味の素ファインテクノ（株） 社長

辻田 浩志
川崎事業所長 兼 川崎工場長

小島 淳一郎
研究開発企画部長

正井 義照
化成品部長

中野 哲也
財務・経理部長

佐々木 達哉
経営企画部長

本橋 弘治
食品事業本部副事業本部長、海外食品、甘味料

柏倉 正巳
味の素ハートランド社 社長

川名 秀明
食品生産統括センター長

松澤 巧
グローバル人事部長

柏原 正樹
食品研究所技術開発センター長

デイビッド エンロー
味の素アルテア社 社長

ベルナルド クレイルマン
味の素ウィンザー社 社長




