キリンビール
２０１８年１０月１日付
新

職

旧

職

継 続 職

マーケティング本部広域流通統括本部広域流通支社カテゴリーマネジメント部長
企画部主幹

氏

名

澤井 卓哉
企画部主査

企画部

スプリングバレーブルワリー 代表取締役社長

スプリングバレーブルワリー

兼 マーケティング本部マーケティング部主幹

兼 マーケティング本部マーケティン

兼 企画部主幹

グ部

マーケティング本部営業部企画担当主幹

マーケティング本部九州統括本部営業企画部長

マーケティング本部

山田 崇文

マーケティング本部北海道統括本部北海道支社道北支店長

マーケティング本部関東甲信越統括本部関東甲信越ＭＤ支社栃木エリ

兼 マーケティング本部北海道統括本部北海道支社道北エリアマネージャー

アマネージャー

マーケティング本部

今津 宏志

マーケティング本部マーケティング部商品開発研究所エグゼクティブ・フェロー
兼 スプリングバレーブルワリー

マーケティング本部東北統括本部東北流通支社長

マーケティング本部東北統括本部南東北流通支社長
兼 マーケティング本部東北統括本部南東北流通支社業務部長

日髙 大彰

和田 徹

マーケティング本部東北統括本部

平井 努

マーケティング本部東北統括本部東北流通支社南東北流通部長

マーケティング本部東北統括本部南東北流通支社営業部長

マーケティング本部東北統括本部

征矢 知久

マーケティング本部東北統括本部東北流通支社北東北流通部長

マーケティング本部東北統括本部北東北流通支社営業部長

マーケティング本部東北統括本部

中山 信太郎

マーケティング本部東北統括本部

鈴木 圭三

マーケティング本部東北統括本部

橋本 岩男

マーケティング本部東北統括本部

紫村 樹

マーケティング本部東北統括本部

栗原 伸之

マーケティング本部東北統括本部南東北支社長

マーケティング本部東北統括本部宮城・山形支社長
兼 マーケティング本部東北統括本部宮城・山形支社業務部長
マーケティング本部東北統括本部福島支社長

マーケティング本部東北統括本部南東北支社南東北支店長

兼 マーケティング本部東北統括本部福島支社営業部長
兼 マーケティング本部東北統括本部福島支社業務部長

マーケティング本部東北統括本部南東北支社仙台支店長
マーケティング本部東北統括本部北東北支社長
兼 マーケティング本部東北統括本部北東北支社業務部長

マーケティング本部東北統括本部宮城・山形支社宮城支店長
マーケティング本部東北統括本部秋田支社長
兼 マーケティング本部東北統括本部秋田支社営業部長
兼 マーケティング本部東北統括本部秋田支社業務部長

マーケティング本部東北統括本部岩手支社長
マーケティング本部東北統括本部北東北支社岩手支店長

兼 マーケティング本部東北統括本部岩手支社営業部長

マーケティング本部東北統括本部

泉水 謙二

マーケティング本部東北統括本部

松崎 公俊

マーケティング本部

澤田 敏博

兼 マーケティング本部東北統括本部岩手支社業務部長
マーケティング本部東北統括本部青森支社長
マーケティング本部東北統括本部北東北支社北東北支店長

兼 マーケティング本部東北統括本部青森支社営業部長
兼 マーケティング本部東北統括本部青森支社業務部長

マーケティング本部関東甲信越統括本部関東甲信越流通支社北関東流通部長
マーケティング本部関東甲信越統括本部長野・山梨支社山梨支店長

マーケティング本部中部圏統括本部中部圏流通支社東海流通２部ライ
ンリーダー
マーケティング本部関東甲信越統括本部営業企画部副部長

マーケティング本部関東甲信越統括
本部

鴇矢 健

マーケティング本部関東甲信越統括本部栃木支社長
兼 マーケティング本部関東甲信越統括本部栃木支社営業部長

マーケティング本部中部圏統括本部東海支社三重支店長

マーケティング本部

山口 和子

マーケティング本部

笠原 賢一

兼 マーケティング本部関東甲信越統括本部栃木支社業務部長
マーケティング本部首都圏統括本部埼玉支社長
兼 マーケティング本部首都圏統括本部埼玉支社業務部長
マーケティング本部中部圏統括本部中部圏流通支社静岡流通部長

マーケティング本部関東甲信越統括本部栃木支社長
兼 マーケティング本部関東甲信越統括本部栃木支社営業部長
兼 マーケティング本部関東甲信越統括本部栃木支社業務部長
マーケティング本部中部圏統括本部東海ＭＤ支社東海第１エリアマネ
ージャー

マーケティング本部中部圏統括本部東海支社長

マーケティング本部首都圏統括本部埼玉支社長

兼 マーケティング本部中部圏統括本部東海支社業務部長

兼 マーケティング本部首都圏統括本部埼玉支社業務部長

マーケティング本部中部圏統括本部東海支社三重支店長
マーケティング本部中部圏統括本部静岡支社長
兼 マーケティング本部中部圏統括本部静岡支社業務部長
マーケティング本部中部圏統括本部北陸支社長
兼 マーケティング本部中部圏統括本部北陸支社業務部長
マーケティング本部近畿圏統括本部大阪支社大阪中央支店長

マーケティング本部関東甲信越統括本部関東甲信越流通支社北関東
流通部長

マーケティング本部中部圏統括本部
マーケティング本部

蓮池 慎二

マーケティング本部

吉岡 優

マーケティング本部

小日向 真

マーケティング本部

小西 敏雄

マーケティング本部

阪本 浩二朗

マーケティング本部九州統括本部大分支社長
兼 マーケティング本部九州統括本部大分支社営業部長
兼 マーケティング本部九州統括本部大分支社業務部長
マーケティング本部営業部チャネル政策担当主査
マーケティング本部九州統括本部沖縄支社長
兼 マーケティング本部九州統括本部沖縄支社業務部長

マーケティング本部近畿圏統括本部京滋支社京都支店長
マーケティング本部近畿圏統括本部神戸支社長
兼 マーケティング本部近畿圏統括本部神戸支社業務部長

捧 嘉章

高山 佳樹
マーケティング本部近畿圏統括本部京滋支社京都支店長

マーケティング本部近畿圏統括本部

田島 勝也

マーケティング本部中四国統括本部統括支社長

マーケティング本部中四国統括本部統括支社長

マーケティング本部中四国統括本部

兼 マーケティング本部中四国統括本部四国支社長

兼 マーケティング本部中四国統括本部香川・徳島支社長

統括支社長

マーケティング本部中四国統括本部西中国支社長

マーケティング本部中四国統括本部広島・山口支社長

マーケティング本部中四国統括本部

中山 太郎

マーケティング本部中四国統括本部西中国支社広島支店長

マーケティング本部中四国統括本部広島・山口支社広島支店長

マーケティング本部中四国統括本部

田中 啓勝

マーケティング本部中四国統括本部西中国支社山口支店長

マーケティング本部中四国統括本部広島・山口支社山口支店長

マーケティング本部中四国統括本部

岡田 則之

マーケティング本部中四国統括本部

山岡 昌年

マーケティング本部中四国統括本部東中国支社長
兼 マーケティング本部中四国統括本部東中国支社岡山支店長

石塚 浩樹

マーケティング本部中四国統括本部山陰支社長
兼 マーケティング本部中四国統括本部山陰支社営業部長
兼 マーケティング本部中四国統括本部山陰支社業務部長

マーケティング本部中四国統括本部東中国支社山陰支店長

マーケティング本部中四国統括本部山陰支社営業部ラインリーダー

マーケティング本部中四国統括本部

八川 智昭

マーケティング本部中四国統括本部四国支社香川支店長

マーケティング本部中四国統括本部香川・徳島支社香川支店長

マーケティング本部中四国統括本部

渡辺 憲二

マーケティング本部中四国統括本部四国支社徳島支店長

マーケティング本部中四国統括本部香川・徳島支社徳島支店長

マーケティング本部中四国統括本部

北川 勝彦

マーケティング本部中四国統括本部

相澤 幸夫

マーケティング本部中四国統括本部

大石 恭三

マーケティング本部中四国統括本部松山支社長
マーケティング本部中四国統括本部四国支社松山支店長

兼 マーケティング本部中四国統括本部松山支社営業部長
兼 マーケティング本部中四国統括本部松山支社業務部長
マーケティング本部中四国統括本部高知支社長

マーケティング本部中四国統括本部四国支社高知支店長

兼 マーケティング本部中四国統括本部高知支社営業部長
兼 マーケティング本部中四国統括本部高知支社業務部長

マーケティング本部九州統括本部営業企画部長

企画部主幹

林 達也
マーケティング本部九州統括本部九

マーケティング本部九州統括本部九州流通支社長

マーケティング本部九州統括本部九州流通支社長

州流通支社長

兼 マーケティング本部九州統括本部九州流通支社営業１部長

兼 マーケティング本部九州統括本部九州流通支社業務部長

兼 マーケティング本部九州統括本

石塚 功安

部九州流通支社
マーケティング本部九州統括本部九州流通支社営業２部長
兼 マーケティング本部九州統括本部九州流通支社営業２部ラインリーダー
マーケティング本部九州統括本部九州販売推進支社長
兼 マーケティング本部九州統括本部九州販売推進支社営業部長
マーケティング本部九州統括本部福岡支社長

マーケティング本部九州統括本部九州流通支社営業部長

マーケティング本部九州統括本部営業企画部副部長
マーケティング本部九州統括本部福岡・佐賀支社長
兼 マーケティング本部九州統括本部福岡・佐賀支社業務部長

マーケティング本部九州統括本部九
州流通支社

小寺 基成

マーケティング本部九州統括本部

海老原 輝裕

マーケティング本部九州統括本部

中島 信二

マーケティング本部九州統括本部福岡支社福岡第１支店長

マーケティング本部九州統括本部福岡・佐賀支社福岡中央支店長

マーケティング本部九州統括本部

井上 昭次

マーケティング本部九州統括本部福岡支社福岡第２支店長

マーケティング本部九州統括本部福岡・佐賀支社北九州支店長

マーケティング本部九州統括本部

佐野 竜三

マーケティング本部九州統括本部

福井 直幹

マーケティング本部九州統括本部

永嶋 晋

マーケティング本部九州統括本部

安武 直幸

マーケティング本部九州統括本部長崎支社長
マーケティング本部九州統括本部北部九州支社長

兼 マーケティング本部九州統括本部長崎支社営業部長
兼 マーケティング本部九州統括本部長崎支社業務部長

マーケティング本部九州統括本部北部九州支社営業部長
兼 マーケティング本部九州統括本部北部九州支社営業部ラインリーダー

マーケティング本部九州統括本部福岡・佐賀支社佐賀・筑後支店長

マーケティング本部九州統括本部南部九州支社長

マーケティング本部九州統括本部熊本支社長

兼 マーケティング本部九州統括本部南部九州支社業務部長

兼 マーケティング本部九州統括本部熊本支社業務部長

マーケティング本部九州統括本部南部九州支社熊本支店長

マーケティング本部九州統括本部熊本支社営業部長

マーケティング本部九州統括本部

一ノ瀬 勝弘

マーケティング本部九州統括本部南部九州支社鹿児島・宮崎支店長

マーケティング本部九州統括本部鹿児島支社営業部長

マーケティング本部九州統括本部

井本 亜香

マーケティング本部九州統括本部沖縄支社長

マーケティング本部マーケティング部企画担当主務

兼 マーケティング本部九州統括本部沖縄支社業務部長

兼 キリン 調達部主務

マーケティング本部

波多野 潤

マーケティング本部広域流通統括本部広域流通支社エレクトリックコマース部長

マーケティング本部広域流通統括本部広域流通支社 EC チーム副部長

マーケティング本部広域法人統括本部広域法人支社広域法人２部長

マーケティング本部中部圏統括本部東海支社長
兼 マーケティング本部中部圏統括本部東海支社業務部長

マーケティング本部広域流通統括本
部広域流通支社
マーケティング本部

矢野 高臣

山本 泰仁

マーケティング本部九州統括本部宮崎支社長
生産本部仙台工場総務広報担当部長

兼 マーケティング本部九州統括本部宮崎支社営業部長

曽山 剛

兼 マーケティング本部九州統括本部宮崎支社業務部長
生産本部滋賀工場パッケージング担当部長

東麒麟飲料食品製造販売有限会社

生産本部滋賀工場エンジニアリング・環境安全担当部長

生産本部滋賀工場エンジニアリング・環境安全担当部長補佐

キリンディスティラリー
御殿場工場総務部長

瀬川 寿紀
生産本部滋賀工場エンジニアリン
グ・環境安全担当

マーケティング本部中四国統括本部総務部副部長

高木 仁

西山 学

スプリングバレーブルワリー 代表取締役社長

スプリングバレーブルワリー

スプリングバレーブルワリー

兼 企画部主幹

兼 企画部主務

兼 企画部

島村 宏子

キリンテクノシステム 経営管理部長

キリンテクノシステム 生産管理部

兼 キリンテクノシステム 品質管理部長

兼 キリンテクノシステム 経営管理部

キリンテクノシステム
生産管理部長
キリンテクノシステム
第２事業部営業部長

キリンテクノシステム 経営管理部

佐久間 恒雄

生産本部滋賀工場エンジニアリング・環境安全担当部長

篠﨑 公利

第一アルコール

鏑木 達哉

