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2017年 12月 6日 

 

報道関係 各位 

 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 

 

 

執行役員および部門長の人事に関するお知らせ 

 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：吉松 民雄）は、2018 年 1 月

1 日付の執行役員および部門長の人事につきまして、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

※ 新役職位欄記載の「コカ･コーラ ボトラーズジャパン」は、「コカ･コーライーストジャパン」、「コカ･コーラウエ

スト」、「四国コカ･コーラボトリング」、「コカ・コーラウエストプロダクツ」、「コカ･コーラウエスト販売機器サービ

ス」および「コカ・コーラビジネスソーシング」が、コカ･コーライーストジャパン株式会社を存続会社として統合

し発足する新会社を指します。 

記 

 

１．取締役の人事 

氏名 新役職位 現役職位 

吉松 民雄 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

代表取締役社長 

兼 コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

ホールディングス代表取締役社長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

代表取締役社長 

ヴィカス・ティク 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

代表取締役副社長 

兼 コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

ホールディングス代表取締役副社長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

代表取締役副社長 最高財務責任者 

（ＣＦＯ）  

兼 ゼネラルマネジャートランスフォーメー

ション 
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２．執行役員の人事 

 

氏名 新役職位 現役職位 

ジャワハル・ソライ 

クップスワミー 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 財務本部長 

兼 コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

ホールディングス上席執行役員  

財務本部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 財務本部長 

兼 調達ファイナンスグループリーダー 

兼 コカ･コーライーストジャパン 

代表取締役副社長執行役員 

ファイナンス本部長、ビジネスプランニング

統括部長 

髙木 恭一 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 経営企画統括部長 

兼 コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

ホールディングス執行役員  

経営企画統括部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 経営企画統括部長 

尾関 春子 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 法務統括部長 

兼 コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

ホールディングス 

執行役員法務統括部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 法務統括部長 

兼 コカ･コーライーストジャパン 

常務執行役員 法務本部長 

レイモンド・シェルトン 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 IR統括部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 IR統括部長 

兼 コカ･コーライーストジャパン 

常務執行役員 コーポレート・コミュニケー

ション本部長 

 

古賀 靖教 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

ホールディングス取締役 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 総務本部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

取締役上席執行役員 総務本部長 

コスティン・マンドレア 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

ホールディングス取締役 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 営業本部長 

兼 マーケティング統括部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

取締役上席執行役員 営業本部長 

兼 コカ･コーライーストジャパン  

副社長執行役員 営業本部長、フィール

ドセールスオペレーション統括部長 

ブルース・ハーバート 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 SCM本部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 SCM本部長 

兼 コカ･コーライーストジャパン 

常務執行役員  サプライチェーン本部

長、生産技術統括部長 
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氏名 新役職位 現役職位 

加藤 淳 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 ビジネスシステム本部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 ビジネスシステム本部長 

那須 俊一 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 IMO本部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 IMO本部長 

藤原 義樹 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 エリア営業統括本部長 

コカ･コーラウエスト常務執行役員  

営業統括本部長  

兼 営業企画推進部長 

兼 チェーンストア企画部長 

本坊 俊一郎 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 西日本営業本部長 

コカ･コーラウエスト常務執行役員  

九州営業本部長 

鈴木 輝幸 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 近畿・四国営業本部長 

コカ･コーラウエスト執行役員  

関西第一営業本部長 

関 敬介 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 中部日本営業本部長 

コカ･コーラウエスト執行役員  

関西第二営業本部長 

佐藤 一仁 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 東京営業本部長 

コカ･コーライーストジャパン 

常務執行役員  

広域チエーン営業統括部長 

井上 豊 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 関東営業本部長 

コカ･コーライーストジャパン 

常務執行役員  

VM統括部長 

柴 康裕 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 東日本営業本部長 

コカ･コーライーストジャパン フィールドセ

ールスオペレーション 

北関東統括部 フィールドオペレーション

統括部長 

村田 吉章 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 リージョナルキーアカウント  

マネジメント統括部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 営業本部リージョナル KAM 

統括部長 

兼 コカ･コーラウエスト常務執行役員  

広域営業本部長 

遠藤 康太郎 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 チャネル企画統括部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 チャネル企画統括部長 

成重 剛 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 CVS営業本部長 
- 
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氏名 新役職位 現役職位 

蔵屋 仁八 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 スーパーマーケット営業本部

長 

- 

河村 幸伸 

 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 フードサービス・ドラッグ営業

本部長 

- 

西口 洋一 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 製造統括部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 製造統括部長 

兼 コカ･コーラウエスト執行役員 

SCM統括部長 

エドワード・ 

ウォルターズ 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 ロジスティクス統括部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 ロジスティック統括部長 

兼 コカ･コーライーストジャパン 

常務執行役員 供給統括部長  

荷堂 真紀 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 調達統括部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 調達統括部部長 

岡田 豊二 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 人事統括部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 人事統括部長 

兼 コカ･コーラウエスト執行役員  

総務統括部長 

兼 コカ･コーライーストジャパン  

HR本部長 

岡本 繁樹 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 コーポレートコミニュケーション

統括部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 コーポレートコミニュケーション

統括部長 

兼  コカ･コーラウエスト常務執行役員 

CSV統括部長 

青山 朝子 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 トランスフォーメーションプロ 

ジェクト リーダー 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 トランスフォーメーションプロジ

ェクト リーダー 

市原 政徳 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 キーアカウントマネジメン

ト本部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 キーアカウントマネジメン

ト本部長 

馬場 隆英 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン執行役員                                         

コカ・コーラ ボトラーズジャパンベンディン

グ 代表取締役社長 

 

コカ･コーライーストジャパン  

常務執行役員 FV統括部長 
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氏名 新役職位 現役職位 

原 幹弘 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン執行役員 

FV ジャパン 代表取締役社長 

四国コカ・コーラボトリング株式会社  

代表取締役社長 

兼 営業本部長 

 

 

 

３．部門長人事 

氏名 新役職位 現役職位 

五十木 浩之 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

内部監査室長 

兼 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホ

ールディングス 内部監査室長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

内部監査室 リーダー 

野田 明宏 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

品質保証シニアグループ統括部長 

兼 西日本品質保証部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

品質保証室 リーダー 

櫻井 宏之 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東日本品質保証部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

品質保証室 リーダー 

中村 裕一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

分析センター部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

品質保証室 リーダー 

久保 順子 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

経営戦略部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

経営企画統括部 リーダー 

竹谷 英二 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

経営計画部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

経営企画統括部 リーダー 

田所 聖司 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

調査部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

経営企画統括部 リーダー 

角町 誠 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

総務統括部長 

コカ・コーラウエスト 

財務統括部長 

金井 敏幸 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

総務部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

総務統括部 リーダー 

松平 欣也 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

資産管理部長 

コカ・コーラウエスト 

総務・法務部長 
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氏名 新役職位 現役職位 

直井 ゆかり 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

人事戦略推進部長 
- 

松本 祐児 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

労務部長 
- 

橋本 淳 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

人事制度企画部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

人事統括部 リーダー 

寺原 久司 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

組織・人財開発部長 

コカ・コーラウエスト 

キャリア開発部長 

佐野 達彦 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

人事ビジネスパートナーコマーシャル

部長 

コカ・コーライーストジャパン 

ストラテジックＢＰ コマーシャル部長 

益子 憲明 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

人事ビジネスパートナーSCM部長 

コカ・コーライーストジャパン 

ストラテジックＢＰサプライチェーン部長 

渥美 貴司 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

人事ビジネスパートナーコーポレート

部長 

コカ・コーライーストジャパン 

組織開発部 ＆ インテグレーション部長 

倉元 俊幸 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

シェアードサービス部長 

コカ・コーラウエスト 

人事厚生部 部長代理 

横井 祐子 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

法務部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

法務グループリーダー 

佐藤 倫生 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

倫理・コンプライアンス推進部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

倫理・コンプライアンス推進グループリー

ダー 

江藤 和彦 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ERM推進部長 

コカ・コーラウエスト 

お客さま満足推進部長 

原田 賢治 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コーポレート・ガバナンス推進部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

総務統括部長 

登倉 秀裕 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

CSV推進部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

CSＶグループリーダー 
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氏名 新役職位 現役職位 

尾縣 香名子 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

広報部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

広報グループリーダー 

ラジーブ モール 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

BSOシニアグループ統括部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ビジネスサポートグループリーダー 

鵜池 正清 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コントローラーズ部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コントローラーグループリーダー 

伊藤 剛 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

アシスタントコントローラーシニアグル

ープ部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コーポレートファイナンスグループ 

リーダー 

成田 由仁 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ファイナンシャルプランニング＆アナリ

シス部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

財務事業計画グループリーダー 

椋本 雅宣 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コーポレートファイナンス部長 

四国コカ・コーラボトリング 

管理本部長 

角田 隆明 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

調達シニアグループ統括部長 
- 

平下 友雄 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コマーシャル調達部長 
- 

計良 裕一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

販売機器調達部長 
- 

野部 重行 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

パッケージ調達部長 
- 

森 孝之 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

原料調達部長 

 

- 

由利 裕司 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

設備・物流調達部長 

 

- 

大越 友博 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

一般調達部長 

 

 

- 
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氏名 新役職位 現役職位 

木村 賢司 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

調達企画部長 
- 

前田 武彦 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

調達オペレーション部長 
- 

大脇 良成 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ビジネスシステム本部長付 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ビジネスシステム本部長付 

和泉 英伸 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

IT企画部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

IT企画グループリーダー 

フランソワ キート 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コーク・ワンプロジェクト部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コーク・ワンプロジェクトグループリーダー 

松本 勇 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

インフォメーションセキュリティ部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

インフォメーションセキュリティグループリ

ーダー 

平山 英二 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

システムオペレーション部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

システムオペレーショングループリーダー 

太田 夏紀 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

インフラストラクチャー＆テクノロジー

部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

インフラストラクチャー＆テクノロジーグル

ープリーダー 

デービッド シム 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

サプライチェーントランスフォーメーシ

ョンシニアグループ統括部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ＳＣトランスフォーメーションシニア統括グ

ループリーダー 

 

川野 恭史 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

自動倉庫新生プロジェクト部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ＳＣトランスフォーメーションシニア統括グ

ループリーダー 

 

富取 孝之 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

新生プロジェクト部長 

 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ＳＣトランスフォーメーションシニア統括グ

ループリーダー 
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氏名 新役職位 現役職位 

黒﨑 亨浩 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コークワン＋グループ統括部長 

 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コークワン＋統括グループリーダー 

福永 祐司 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コークワン＋スピリット部長 

 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コークワン＋スピリットグループリーダー 

 

有田 雄二 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

イースト製品物流グループ統括部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

製品物流統括グループリーダー 

渡辺 了一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

製品物流管理部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

製品物流管理グループリーダー 

セン ゴウラブ 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東エリア倉庫管理部長 

コカ・コーライーストジャパン 

東エリア倉庫統括部長 

岡崎 淳二 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

中央エリア倉庫管理部長 

コカ・コーライーストジャパン 

中央エリア倉庫統括部長 

堀越 孝二 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

西エリア倉庫管理部長 

コカ・コーライーストジャパン 

西エリア倉庫統括部長 

阿部 悟志 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

トランスポーテーションプライベートフリ

ート部長 

コカ・コーライーストジャパン 

トランスポーテーションプライベートフリー

ト部長 

小林 克徳 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

イースト配送グループ統括部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

配送統括グループリーダー 

加藤 力 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

サプライチェーンネットワーク設計推進

部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ＳＣネットワーク設計推進グループリーダ

ー 

水野 竜太 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

DC オペレーション＆キーアカウント・

サービス部長 

コカ・コーライーストジャパン 

キーアカウント・サービス＆ロジスティクス

部長 

杉立 哲 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

配送企画管理部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

配送企画管理グループリーダー 

山﨑 文男 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

南東北配送部長 

コカ・コーライーストジャパン 

南東北配送部長 
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氏名 新役職位 現役職位 

向後 賢治 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

北関東配送部長 

コカ・コーライーストジャパン 

北関東配送部長 

山口 英昭 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

首都圏第一配送部長 

コカ・コーライーストジャパン 

首都圏第一配送部長 

新井 悟 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

首都圏第二配送部長 

コカ・コーライーストジャパン 

首都圏第二配送部長 

高橋 浩司 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東海配送部長 

コカ・コーライーストジャパン 

東海配送部長 

石原 雅司 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ウエスト製品物流グループ統括部長 

兼 物流企画部長 

兼 四国配送部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ＳＣＭ推進統括グループリーダー 

尾久 裕 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

物流・在庫配置部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

物流・在庫配置グループリーダー 

三笠 文義 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

関西エリア管理部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

関西管理チームマネジャー 

藤井 久雄 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

中国・四国エリア管理部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

中国・四国管理チームマネジャー 

橋口 亨 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

九州エリア管理部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

九州管理チームマネジャー 

鳥巣 隆路 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

販売物流部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

販売物流グループリーダー 

ワシム ムニフ 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

プランニングシニアグループ統括部長 

兼 ウエスト供給計画部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

プランニング統括グループリーダー 

坂井 健太郎 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

イースト供給計画部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

供給計画グループリーダー 

内山 剛 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

イースト在庫配置部長 

 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

在庫配置グループリーダー 
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氏名 新役職位 現役職位 

野瀬 和幸 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ウエスト在庫配置部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

物流・在庫配置グループ マネジャー 

内山 和彦 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

データマネジメント部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

データマネジメントグループリーダー 

清水 豊 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

デマンドマネジメント部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

デマンドマネジメントグループリーダー 

守屋 保志 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

製造オペレーションシニアグループ統

括部長 兼 東海・近畿・四国リジョン

グループ統括部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

製造オペレーションシニア統括グループリ

ーダー 

中山 秀樹 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

製造管理部長 

コカ・コーライーストジャパン 

製造管理部長 

岡澤 充敏 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

メンテナンス部長 

コカ・コーライーストジャパン 

メンテナンス部長 

藤野 成人 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

南東北・関東リジョングループ統括部

長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ウエストエリア統括グループリーダー 

関 幸夫 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

蔵王工場長 

コカ・コーライーストジャパン 

茨城工場長 

西 克浩 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

茨城工場長 

コカ・コーラウエストプロダクツ 

基山工場長 

上野 哲郎 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

岩槻工場長 

コカ・コーライーストジャパン 

岩槻工場長 

小田 孝 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

埼玉工場長 

コカ・コーライーストジャパン 

埼玉工場長 

奥西 英夫 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

多摩工場長 

コカ・コーライーストジャパン 

多摩工場長 

下津 義弘 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

海老名工場長 

コカ・コーライーストジャパン 

蔵王工場長 
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氏名 新役職位 現役職位 

大島 博行 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

白州工場長 

コカ・コーライーストジャパン 

白州工場長 

鳩貝 敦之 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東海工場長 

コカ・コーライーストジャパン 

東海工場長 

辻村 文志 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

京都工場長 

コカ・コーラウエストプロダクツ 

京都工場長 

児玉 修 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

明石工場長 

コカ・コーラウエストプロダクツ 

明石工場長 

柳 博英 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

小松工場長 

コカ・コーラウエストプロダクツ 

本郷工場長 

小板橋 聖 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

中国・九州リジョングループ統括部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

イーストエリア統括グループリーダー 

柳井 雅樹 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

大山工場長 

コカ・コーラウエストプロダクツ 

大山工場長 

升井 慎一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

本郷工場長 

コカ・コーラウエストプロダクツ 

本郷工場製造課長 

栗原 正美 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

基山工場長 

コカ・コーライーストジャパン 

海老名工場長 

稲津 浩一郎 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

鳥栖工場長 

コカ・コーラウエストプロダクツ 

鳥栖工場長 

澁谷 伸一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

熊本工場長 

コカ・コーラウエストプロダクツ 

熊本工場長 

渕脇 大介 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

えびの工場長 

コカ・コーラウエストプロダクツ 

えびの工場長 

森 惠 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コマーシャリゼーション＆エンジニアリ

ンググループ統括部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コマ－シャリゼーション＆エンジニアリング

統括グループリーダー 

   

 



 

13 

 

   

氏名 新役職位 現役職位 

荒木 剛 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コマーシャリゼーション部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

コマ－シャリゼーショングループリーダー 

斉藤 学 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

パッケージ戦略部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

パッケージ戦略グループリーダー 

杤岡 龍二 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

エンジニアリング部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

エンジニアリンググループリーダー 

深河 功 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

インフラ戦略＆パッカー契約管理部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

インフラ戦略＆パッカー契約管理グルー

プリーダー 

松村 理 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ストラテジーマネジメントシニアグルー

プ統括部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ストラテジーマネジメントシニア統括グル

ープリーダー 

松本 拓 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

OE・人財開発・EOSH部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

OE・人財開発・EOSHグループリーダー 

山口 康喜 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

SCM戦略部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

SC戦略グループリーダー 

細井 正 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

環境管理部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

環境管理グループリーダー 

田野 豊茂 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

チェーンストア第一営業統括部長 

コカ・コーライーストジャパン 

チェーンストア営業統括部長 

小野川 高雄 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

チェーンストア第一営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

北関東・東北営業部長 

稲垣 勝 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

チェーンストア第二営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

CCCMC 東海営業部長 

梶 英樹 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

チェーンストア第二営業統括部長 
- 

高橋 等 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

フードサービス営業統括部長 

コカ・コーライーストジャパン 

フードサービス営業統括部長 
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氏名 新役職位 現役職位 

石川 信一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

フードサービス第一営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

フードサービス広域営業部長 

津田 裕司 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

フードサービス第二営業部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

キーアカウント企画グループ マネジャー 

白石 功 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ベンディング・リテール営業統括部長 

コカ・コーライーストジャパン 

市場開発営業部長 

森田 仁実 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ベンディング・リテール第一営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

広域法人営業部長 

間宮 利男 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ベンディング・リテール第二営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

広域法人営業第二統括部長 

毛利 輝志 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ベンディング・リテール第三営業部長 

コカ・コーラウエスト 

ベンディング企画部長代理 

関口 朋哉 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

CVSマーケティング部長 
- 

片岡 剛 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

CVSカスタマー営業部長 
- 

炭﨑 伸二 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ローソングループ営業部長 
- 

齊藤 宏 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

カテゴリーマネジメント部長 
- 

田畑 隆一 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

7＆i/SM営業部長 

 

- 

伊藤 貴城 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

イオングループ営業部長 

 

- 

渡邊 一義 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

トライアル営業部長 

 

- 
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氏名 新役職位 現役職位 

堀場 裕史 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

グローバルカスタマー営業部長 
- 

酒巻 智生 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ベンディング営業部長 
- 

横尾 浩喜 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

フードサービス・ドラッグ第一営業部長 
- 

山崎 光雄 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

フードサービス・ドラッグ第二営業部長 
- 

田中 旭 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

フードサービス・ドラッグ第三営業部長 
- 

亀田 嘉人 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

フードサービス・ドラッグ第四営業部長 
- 

小林 兼好 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ドラッグストア営業部長 
- 

山田 耕治 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

オンライン営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

関東第一営業部長 

ホセ デラ クルス フラ

ンシスコ 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

キーアカウントマネジメントマーケティ

ング統括部長 

- 

田原 正樹 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

キーアカウントマネジメントカスタマー

プランニングシニアグループ統括部長 

- 

見城 寛 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

キーアカウントパフォーマンスマネジメ

ント部長 

 

- 

前薗 佳典 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

キーアカウント SCM部長 

 

- 

新村 顕 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

キーアカウントシステム管理部長 

 

- 



 

16 

 

氏名 新役職位 現役職位 

堀尾 円 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ショッパーインサイトシニアグループ統

括部長 

- 

下津 哲也 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ショッパーアクティベーション部長 
- 

山田 宏一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ショッパーインサイト部長 

コカ・コーラウエストベンディング 

地区販売部長 

細見 昌芳 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

カテゴリーエリアマーケティング部長 

コカ・コーラウエスト 

広域チェーンストア営業部長 

後藤 有功 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

キーアカウントビジネス推進部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

キーアカウント営業戦略グループリーダー 

政田 幸治 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

キーアカウント営業推進部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

キーアカウント企画グループ マネジャー 

佐藤 和宏 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

南東北地区本部長 

コカ・コーライーストジャパン 

FSO 南東北統括部長 

齋藤 明広 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

茨城支社長 

コカ・コーライーストジャパン 

ベンディング専門チャネル第一営業部 

プロジェクトマネージャー 

鎌田 孝徳 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

群馬/栃木支社長 

コカ・コーライーストジャパン 

FSO 茨城販売部長 

杉谷 武之 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

新潟支社長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

RTM実行推進チームマネジャー 

千坂 純 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東日本法人営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

チェーンストア南東北営業部長 

渡邊 一哲 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東日本実行推進部長 
- 

齋藤 吉幸 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

神奈川支社長 

コカ・コーライーストジャパン 

ベンディング東京第一販売部長 
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氏名 新役職位 現役職位 

飯野 友久 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

山梨支社長 

コカ・コーライーストジャパン 

ベンディング千葉販売部長 

生和 資久 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

埼玉第一支社長 

コカ・コーライーストジャパン 

FSO 首都圏第二 フィールド埼玉販売部

長 

二野宮 利幸 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

埼玉第二支社長 

コカ・コーライーストジャパン 

法人第一営業部長 

市川 朋弘 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

千葉支社長 

コカ・コーライーストジャパン 

FSO 首都圏第二統括部長 

小野 博司 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

関東チェーンストア第一営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

チェーンストア首都圏営業部長 

鈴木 芳明 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

関東チェーンストア第二営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

FSO 首都圏第二チェーンストア販売部長 

高橋 清人 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

関東法人営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

法人営業統括部長 

黒沢 充 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

関東実行推進部長 

コカ・コーライーストジャパン 

ベンディング首都圏第二統括部長 

高橋 茂 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東京ベンディング営業統括部長 

コカ・コーライーストジャパン 

ベンディング統括部長 

毛利 栄秀 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東京ベンディング第一営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

ベンディング東京第二販売部長 

矢作 崇 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東京ベンディング第二営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

ベンディング東京第三販売部長 

鮎澤 和夫 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東京ベンディング法人営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

ベンディング本部開発統括部長 

高山 尚三 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東京リテール営業統括部長 

コカ・コーライーストジャパン 

FSO 首都圏第一統括部長 
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氏名 新役職位 現役職位 

内藤 伸幸 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東京チェーンストア第一営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

チェーンストア広域営業部長 

植村 雄一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東京チェーンストア第二営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

チェーンストア関東営業部長 

佐藤 雅広 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東京リテール営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

FSO 首都圏第一フィールド第二販売部

長 

清水 寿一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東京法人/開発営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

KAM FS 首都圏営業部長 

小林 正博 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東京オリンピックエグゼキューションプ

ロジェクト 部長 

コカ・コーライーストジャパン Customer 

Value Creation 部長 

野口 直孝 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

東京実行推進部長 

コカ・コーライーストジャパン 

ベンディング首都圏第一  

営業推進課長 

勝 浩二 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

西部支社長 

コカ・コーライーストジャパン 

FSO 岐阜・三重販売部長 

上利 進 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

静岡支社長 

コカ・コーライーストジャパン 

FSO 愛知販売部長 

大川原 浩志 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

愛知ベンディング営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

ベンディング東海統括部長 

竹野 晃正 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

愛知リテール営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

FSO 東海統括部長 

近本 裕 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

中部日本法人営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

チェーンストア東海営業部長 

奥村 通 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

中部日本実行推進部長 

コカ・コーライーストジャパン 

ベンディング東海市場開発営業部長 

都野 太 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

京都支社長 

コカ・コーラウエスト 

関西第二ベンディング営業部長 
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氏名 新役職位 現役職位 

川戸 一朗 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

阪奈和支社長 

コカ・コーラウエスト 

関西第二営業部長 

石丸 成朋 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

北近畿/播磨支社長 

コカ・コーラウエスト 

関西第一ベンディング営業部長 

神鷹 一彦 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

阪神ベンディング営業部長 

四国コカ・コーラボトリング 

法人開発営業部長 

中川 康雄 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

阪神チェーンストア営業部長 

コカ・コーラウエスト 

関西第一営業部長 

高尾 明彦 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

阪神リテール営業部長 

コカ・コーラウエスト 

関西第一営業部 次長 

宇野 寿重 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

四国地区本部長 

コカ・コーラウエスト 

九州第一営業部長 

橋本 則彦 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

四国地区営業部長 

四国コカ・コーラボトリング 

チェーンストア営業部長 

柴田 亮二 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

近畿・四国実行推進部長 

四国コカ・コーラボトリング 

ベンディング営業部長 

新井 昭人 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

西日本営業本部長付 

コカ・コーラウエスト 

中国営業本部長 

安藤 茂弘 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

中国地区本部長 

コカ・コーラウエスト 

ベンディング企画部長 

林 勲 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

中国ベンディング営業部長 

コカ・コーラウエストベンディング 

中国営業部長 

西水 知己 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

中国リテール営業部長 

コカ・コーラウエスト 

中国営業部長 

田中 祐司 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

北部九州ベンディング営業部長 

コカ・コーラウエストベンディング 

九州第一地区部長 
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氏名 新役職位 現役職位 

加治木 政人 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

福岡チェーンストア営業部長 

コカ・コーラウエスト 

九州流通営業三課長 

矢田 智久 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

北部九州第一支社長 

コカ・コーラウエスト 

九州第一営業部長 

小川 幸二 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

北部九州第二支社長 

コカ・コーラウエスト 

チェーンストア企画課長 

王子野 弘 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

南九州支社長 

コカ・コーラウエスト 

九州第二営業部長 

古賀 彰孝 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

南九州ベンディング営業部長 

コカ・コーラウエスト 

九州ベンディング営業部長 

藤高 恵志 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

九州エリア営業部長 

コカ・コーラウエスト 

九州ベンディング営業部 次長 

岡本 誠一郎 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

西日本実行推進部長 

コカ・コーラウエスト 

九州実行推進課長 

山田 正明 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン

HORECA統括部長 

コカ・コーライーストジャパン 

HORECA統括部長 

矢ノ中 健一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

酒販店東京営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

HORECA 酒販店営業部長 

酒井 康男 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

酒販店関東営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

FSO 首都圏第一フィールド第一販売部

長 

井上 浩一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

酒販店中部・関西営業部長 

コカ・コーラウエスト 

広域法人営業部 次長 

小山 良彦 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

広域法人開発第一営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

広域法人営業第一統括部長 

山田 浩史 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

広域法人開発第二営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

ベンディング首都圏第二市場開発営業部

長 
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氏名 新役職位 現役職位 

住廣 健二 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

広域法人開発第三営業部長 

コカ・コーライーストジャパン 

CCW協働開発第一営業部長 

佐藤 一明 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

広域法人開発第四営業部長 

コカ・コーラウエスト 

広域法人営業部長 

鶴巻 宏幸 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

営業企画/業績管理部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

営業企画グループ マネジャー 

濱田 洋介 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

マーケティング部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

マーケティンググループリーダー 

谷口 律 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン RGM

部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

RGMグループリーダー 

久保 健一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

RTM部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

RTMグループリーダー 

犬飼 直己 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

カスタマーコンタクトセンター企画推進

シニアグループ部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

RTM コンタクトセンター企画チームマネ

ジャー 

植野 雅晶 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

チェーンストア企画部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

営業企画グループリーダー 

西村 大作 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

カテゴリーマネジメント企画部長 

コカ・コーライーストジャパン 

カテゴリーマネージメント＆カスタマーマ

ーケティング部長 

横井 健一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ベンディング企画部長 

コカ・コーライーストジャパン 

ベンディング首都圏第一統括部長 

深谷 雄一 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン

HORECA/FOOD企画部長 

コカ・コーライーストジャパン

HORECA/RS 企画推進部長 

安田 周平 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

オンライン・リテール企画部長 

コカ・コーラウエスト 

リテール・フードサービス企画部長 

小川 真司 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

イベント・プロモーション企画部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

イースト トレードマーケティングチームマ

ネジャー 
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氏名 新役職位 現役職位 

茂木 不二夫 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

機材管理部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

機材管理グループリーダー 

中村 治人 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

機材プランニングシニアグループ部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

機材プランニングチームマネジャー 

上地 元生 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

品質開発サポートシニアグループ部

長 

コカ・コーラウエスト販売機器サービス 

機器管理部長 

野仲 久己 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

整備/設置シニアグループ部長 

コカ・コーライーストジャパン 

EQ 整備/設置部長 

渡邊 俊幸 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

整備/設置ディビジョン第一グループ

部長 

コカ・コーライーストジャパン 

EQ Ｒ/Ｐ かすみがうら機材センター長 

谷本 隆 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

整備/設置ディビジョン第二グループ

部長 

コカ・コーラウエスト販売機器サービス 

中国機器管理センター長 

樋口 浩二 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

フィールドサービスシニアグループ部

長 

コカ・コーラウエスト販売機器サービス 

フィールドサービス部長 

永井 雄一 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

フィールドサービスディビジョン第一グ

ループ部長 

コカ・コーライーストジャパン 

EQ FTS 東京第一リジョンシニアリジョン 

マネージャー 

阪本 善広 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

フィールドサービスディビジョン第二グ

ループ部長 

コカ・コーラウエスト販売機器サービス 

神戸サービスセンター長 

池田 和隆 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ベンディング戦略プロジェクト 部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ベンディング戦略プロジェクトグループリ

ーダー 

長谷川 猛 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

ケイパビリティ部長 

コカ・コーライーストジャパン 

コマーシャルケイパビリティ－統括部長 

黒宮 宏之 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

チェンジマネジメント部長 

コカ・コーライーストジャパン 

コマーシャルチェンジマネジメント統括部

長 

金子 明 
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

IR部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

IR統括部 リーダー 
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４．異動日 

 

  2018年 1月 1日 

 

 

 

 

 

以上 


