
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2019年 2月 14日 

各 位 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社 

 

 

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、 

部門長の人事につきまして、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

1． 部門長人事 （2019年 1月 1日付） 

氏 名 新職位 現職位 

池田 和隆 
営業本部 エリア営業統括本部  

近畿/四国営業本部長 

営業本部 ベンディング戦略プロジ

ェクト部長 

鳩貝 敦之 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部 南

東北/関東リジョングループ統括部 

埼玉工場長 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部 東

海/近畿/四国リジョングループ統括

部 東海工場長 

中山 秀樹 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部 南

東北/関東リジョングループ統括部 

岩槻工場長 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部 製

造管理部長 

平山 隆之 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部 南

東北/関東リジョングループ統括部 

白州工場長 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部 南

東北/関東リジョングループ統括部  

岩槻工場 担当部長 
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氏 名 新職位 現職位 

渕脇 大介 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部  

東海/近畿/四国リジョングループ統

括部 東海工場長 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部   

中国/九州リジョングループ統括部   

えびの工場長 

大島 博行 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部  

東海/近畿/四国リジョングループ統

括部 京都工場長 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部 南

東北/関東リジョングループ統括部 

白州工場長 

上野 哲郎 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部  

東海/近畿/四国リジョングループ統

括部 明石工場長 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部 南

東北/関東リジョングループ統括部  

岩槻工場長 

萩原 宏冨美 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部  

中国/九州リジョングループ統括部 

大山工場長 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部   

南東北/関東リジョングループ統括

部 蔵王工場 製造課長 

辻村 文志 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部  

中国/九州リジョングループ統括部 

基山工場長 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部   

東海/近畿/四国リジョングループ統

括部 京都工場長 

柳井 雅樹 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部  

中国/九州リジョングループ統括部 

鳥栖工場長 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部   

中国/九州リジョングループ統括部 

大山工場長 

稲津 浩一郎 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部  

中国/九州リジョングループ統括部 

えびの工場長 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部   

中国/九州リジョングループ統括部 

鳥栖工場長 



 

氏 名 新職位 現職位 

小田 孝 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部  

製造管理部長 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部   

南東北/関東リジョングループ統括

部 埼玉工場長 

岡崎 誠彦 

SCM 本部 製造統括部 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 新技術部長 

SCM 本部 製造統括部 製造オペレ

ーションシニアグループ統括部 東

海/近畿/四国リジョングループ統括

部 明石工場 担当部長 

後藤 有功 

営業本部 エリア営業統括本部 東

京営業本部 東京リテール営業統括

部 東京法人/開発営業部 法人/市場

開発営業部長 

キーアカウントマネジメント本部 

キーアカウントビジネス推進部  

ビジネス推進部長 

毛利 輝志 

営業本部 エリア営業統括本部 西

日本営業本部 中国地区本部 中国

ベンディング営業部 法人/市場開発

営業部長 

キーアカウントマネジメント本部  

ベンディング/リテール営業統括部 

第三営業部 ベンディング/リテー

ル営業部長 

久保 健一 
営業本部 ベンディング事業本部 

開発企画統括部長 兼 RTM 部長 

営業本部 マーケティング統括部 

RTM 部長 兼 RTM 実行推進課長 

淵上 宗志 
営業本部 ベンディング事業本部 

開発企画統括部 市場開発部長 

財務本部 コントローラーズシニア

グループ統括部 管理報告課長 

清水 寿一 

営業本部 アルコールプロジェクト

統括部 アルコールプロジェクト

PMO 部長 

営業本部 エリア営業統括本部 東

京営業本部 東京リテール営業統括

部 東京法人/開発営業部 法人/市

場開発営業部長 



 

 

 

2． 部門長人事 （2019年 2月 1日付） 

氏 名 新職位 現職位 

守屋 保志 
SCM本部 リージョナルサプライチェ

ーン統括部長 

SCM本部 製造統括部 製造オペレー

ションシニアグループ統括部長 

 

 

 

以 上 

氏 名 新職位 現職位 

井上 浩一 

営業本部 アルコールプロジェクト

統括部 アルコールプロジェクト

RTM 部長 

営業本部 エリア営業統括本部 

HORECA 統括部 酒販店中部/関西

営業部 酒販店営業部長 

深谷 雄一 

営業本部 アルコールプロジェクト

統括部 アルコールプロジェクト戦

略/マーケティング部長 

営業本部 チャネル企画統括部 

HORECA/Food 企画部長 

小野 静香 
ビジネスシステム本部 コークワン

シニアグループ統括部 AMS ヘッド 
－ 


