
 

サントリーグループ 

２０１６年４月１日付 

 

サントリーホールディングス 

新職 

旧職 

（社名の記載がない場合は 

サントリーホールディングス） 

氏名 

グローバル事業推進本部部長 ― 中村 道夫 

監査役室長 ― 福山 泰広 

監査役室部長 グループ監査部部長 森岡 清 

グループ監査部部長 ― 白井 寛之 

人事部部長 ― 千 大輔 

総務部部長 ― 井上 潔 

秘書部部長 ― 藤森 健也 

大阪秘書室部長 ― 栗原 勝範 

広報部部長 ― 池田 多鶴子 

生産研究企画部部長 
サントリーグローバルイノベーション

センター取締役 
安東 範之 

 

サントリースピリッツ 

新職 

旧職 

（社名の記載がない場合は 

サントリースピリッツ） 

氏名 

経営企画部長 
サントリーホールディングスグループ財

務部長 兼 グローバル事業推進本部部長 
山田 憲之 

事業企画部長 企画部部長 田中 嗣浩 

ＡＲＰ室長 ― 鷹取 えり子 

ウイスキー・輸入酒部長 ウイスキーブランド部長 森本 昌紀 

ウイスキー・輸入酒部部長 ― 尾崎 大輔 

海外戦略部長 ウイスキー戦略部長 鳥井 憲護 

商品開発研究部部長 生産部部長 渡部 徳富 

商品開発研究部シニアスペシャリスト 商品開発研究部部長 芦刈 匡子 

生産部部長 ― 川島 智香子 

生産部部長 ― 渡辺 欣也 

 

 

サントリービール 

新職 
旧職 

（社名の記載がない場合は 
氏名 



 

サントリービール） 

企画部長 サントリースピリッツ企画部長 郡山 仁志 

海外戦略部長 
サントリーペプシベトナムビバレッジ社 

VP, Trade Development 
萩本 雄三 

ＡＲＰ室長 ― 鷹取 えり子 

生産部部長 ― 吉田 学 

武蔵野ビール工場長 京都ビール工場長 猪澤 伊知郎 

京都ビール工場長 
サントリービジネスエキスパート生産技

術部部長 
桂田 州啓 

 

サントリー酒類 

新職 

旧職 

（社名の記載がない場合は 

サントリー酒類） 

氏名 

営業推進本部スピリッツ営業部長 東京支社第２支店部長 長瀬 雅信 

営業推進本部審査部長 ― 原口 晶 

広域営業本部部長 広域営業本部ワイン営業部長 榎並 康之 

仙台支店長 営業推進本部スピリッツ営業部長 百田 善朗 

長野支店長 ― 上田 耕 

山梨支店長 ― 上杉 法靖 

首都圏支社広域営業１部長 ― 山本 洋佑 

首都圏支社広域営業４部長 ― 今駒 憲二 

東京支社第２支店部長 ― 福田 孝雄 

埼玉支店長 広域営業本部部長 鈴木 康二 

東海・北陸営業本部営業企画部長 サントリービール企画部長 長野 祐子 

名古屋支社営業部長 大分支店長 中川 大輔 

北陸支店長 甲信支店長 伊東 尚毅 

大阪支社第１支店長 大阪支社ワイン営業部長 村山 毅朗 

大阪支社第３支店長 大阪支社第２支店部長 大西 茂 

京都支店長 埼玉支店長 大井 清之助 

中国支店長 名古屋支社営業部長 村尾 俊彦 

福岡支店長 大阪支社第１支店長 村上 浩朗 

大分支店長 ― 増本 真理 

 

サントリーウエルネス 

新職 旧職 氏名 

健康科学研究所部長 ― 河島 洋 

 



 

サントリービジネスエキスパート 

新職 

旧職 

（社名の記載がない場合は 

サントリービジネスエキスパート） 

氏名 

品質保証推進部部長 ― 中嶋 一彦 

品質保証推進部部長 ― 片野 健治 

ＥＴＩ機材部長 ― 高畑 健一 

Ｒ＆Ｄサポート本部副本部長 
サントリーホールディングス生産研究企

画部部長 
本埜 栄一 

Ｒ＆Ｄサポートセンター長 
サントリーグローバルイノベーションセ

ンター企画総務部長 
亀田 久生 

生産技術部部長 
サントリーホールディングス生産研究企

画部部長 
藤原 正明 

ものづくりスキル・ナレッジセンター部長 ― 河合 敏男 

物流部部長 
サントリーロジスティクス 

常務 
森 修一 

宣伝部部長 ― 牧野 清克 

お客様リレーション本部部長 Ｒ＆Ｄサポートセンター長 松尾 正二郎 

お客様リレーション本部部長 
サントリー酒類首都圏支社広域営業１部

長 
玉川 純 

 

サントリーグローバルイノベーションセンター 

新職 旧職 氏名 

ビジネス開発部長 ― 原 裕一 

イノベーション創発部上席研究員 
サントリー食品アジア飲料事業部 R&D, 

Senior Vice President 
辻川 雅博 

 

サントリーコーポレートビジネス 

新職 

旧職 

（社名の記載がない場合はサントリー 

コーポレートビジネス） 

氏名 

東部支社法人営業部長 
サントリーフーズ 

関東・甲信越支社 新潟支店長 
成瀬 好幸 

西部支社法人営業部長 
サントリー酒類 

首都圏支社広域営業４部長 
和田 郁朗 

西部支社交通営業部長 西部支社交通営業部部長 大西 和彦 

交通営業１部長 
サントリーフーズ 

近畿支社 量販営業二部長 
増井 裕之 

開発営業本部企画部長 食品推進部長 伊藤 英夫 



 

 

その他グループ会社 

新職 旧職 氏名 

ファインズ 取締役 商品部長、ＳＣＭ・

品質管理担当 
ファインズ 商品部長 森本 明子 

モンテ物産副社長 モンテ物産常務 瀧井 泰 

サントリー中国投資有限公司 

品質管理部部長 
サントリービール生産部部長 美浦 匡 

サントリーロジスティクス常務 
サントリービジネスエキスパート物流部

部長 
上前 英幸 

サントリーシステムテクノロジー先端技術

部長 
― 中條 有規 

サントリーミドリエ社長 
サントリーコーポレートビジネス交通法

人営業部長 
塩井 雅也 

サントリー企業年金基金 常務理事 兼 サ

ントリー健康保険組合 常務理事 
サントリーミドリエ社長 伊藤 裕之 

 

 

 

 

 

 

 

 


