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人事異動及び組織改定のお知らせ

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 岸上　克彦）は、下記の通り、人事異動及び組織改定を行いますので、お知らせいた

します。

１．人事異動について

（２０１６年９月１日付）

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 営業本部副本部長 自販機営業部長 執行役員 遠藤　玄一郎

▽ 統括企画部長 マーケティング企画部長 坪野　達也

▽ 自販機事業戦略部長 統括企画部長 執行役員

営業本部副本部長

相生　宏之

▽ 広域自販機営業部長 首都圏開発支社長 笹木　等

▽ 市場開発部長 東北支社長 齋藤　充弘

▽ マーケティング企画部長 前川　哲

▽ 商品開発研究所長 柳原　康夫

▽ 北海道支社長 開発・自販機企画部長 原　勝彦

▽ 北海道支社　ＭＤ部長 柳瀬　浩一

▽ 北海道支社　営業一部長 北海道支社アサヒ北海道

統括支店営業部長

本岡　智裕

▽ 北海道支社　営業二部長 北海道支社カルピス北海道

統括支店長

松本　幸司

▽ 東北支社長 東北支社カルピス東北

統括支店長

山下　裕章

▽ 東北支社　副支社長 東北支社アサヒ東北

統括支店長

渡邊　智章

▽ 東北支社　ＭＤ部長 今城　謙一

▽ 東北支社　営業一部長 東北支社カルピス東北

統括支店営業部長

清代　秀成

▽ 東北支社　営業二部長 鳥越　羊一

▽ 東北支社　開発営業部長 アサヒみどり販売(株)取締役 倉永　和明

▽ 東北支社　北東北支店長 東北支社カルピス東北

統括支店北東北支店長

山鹿　太郎

▽ 首都圏統括本部　ＭＤ部長 東北支社アサヒ東北

統括支店量販営業部長

山崎　真言

▽ 首都圏統括本部　総務部長 森　宏明

▽ 首都圏統括本部　アサヒ首

都圏本部　首都圏支社　副支社

長

関東支社カルピス関東統括支

店長

久野　弘二

▽ 首都圏統括本部　アサヒ首

都圏本部　首都圏支社　広域量

販一部長

林　研介

▽ 首都圏統括本部　アサヒ首

都圏本部　首都圏支社　千葉支

店長

カルピス首都圏

支社営業二部長

平松　原也

▽ 首都圏統括本部　アサヒ首

都圏本部　首都圏開発支社長

市場開発部長 中尾　忠



▽ 首都圏統括本部　アサヒ首

都圏本部　首都圏開発支社

副支社長

中部北陸支社アサヒ中部北陸

統括支店長

岩谷　圭司

▽ 首都圏統括本部　アサヒ首

都圏本部　首都圏開発支社 自

販機営業一部長

首都圏開発支社

開発営業一部長

川口　淳一

▽ 首都圏統括本部　アサヒ首

都圏本部　首都圏開発支社

自販機営業二部長

首都圏支社　東関東支店長 野櫻　友之

▽ 首都圏統括本部　アサヒ首

都圏本部　首都圏開発支社

市場開発部長

首都圏開発支社　開発営業二

部長

平岡　耕治

▽ 首都圏統括本部　カルピス

首都圏支社　営業一部長

中部北陸支社カルピス中部北

陸

統括支店北陸支店長

長村　拓弥

▽ 首都圏統括本部　カルピス

首都圏支社　営業二部長

カルピス首都圏支社営業三部

長

淺井　良成

▽ 首都圏統括本部　カルピス

首都圏支社　営業三部長

東北支社アサヒ東北

統括支店北東北支店長

広瀬　泰史

▽ 関東支社　副支社長 九州支社カルピス九州

統括支店長

福谷　愼太

▽ 関東支社　ＭＤ部長 池上　和樹

▽ 関東支社　営業一部長 関東支社アサヒ関東

統括支店量販営業部長

桑原　勝

▽ 関東支社　営業二部長 関東支社カルピス関東

統括支店営業第一部長

杉山　敏

▽ 関東支社　新潟支店長 関東支社アサヒ関東

統括支店新潟支店長

石野　大祐

▽ 関東支社　長野支店長 関東支社アサヒ関東

統括支店長野支店長

谷嶋　実

▽ 中部北陸支社　副支社長 首都圏統括本部

副本部長　兼

総務部長

坂田　佳隆

▽ 中部北陸支社　ＭＤ部長 北海道支社アサヒ北海道

統括支店量販営業部長

杉谷　淳一郎

▽ 中部北陸支社　営業一部長 中部北陸支社アサヒ中部北陸

統括支店量販営業部長

村上　正樹

▽ 中部北陸支社　営業二部長 中部北陸支社カルピス中部北

陸

統括支店営業第一部長

菊池　英次

▽ 中部北陸支社　開発営業部

長

四国支社アサヒ四国

統括支店営業部長

泉田　英行

▽ 中部北陸支社　静岡支店長 中部北陸支社アサヒ中部北陸

統括支店静岡支店長

鈴木　良輔

▽ 中部北陸支社　北陸支店長 中部北陸支社アサヒ中部北陸

統括支店北陸支店長

小幡　靖彦

▽ 近畿圏統括本部

担当副本部長

四国支社長 三谷　喜代隆

▽ 近畿圏統括本部　ＭＤ部長 近畿圏支社量販営業一部長 山田　耕一

▽ 近畿圏統括本部　近畿圏支

社 営業一部長

樋口　裕一

▽ 近畿圏統括本部　近畿圏支

社 量販営業一部長

首都圏支社広域量販一部長 山中　治樹

▽ 近畿圏統括本部　近畿圏支

社 量販営業二部長

カルピス近畿圏支社

営業一部長

三枝　久嗣

▽ 近畿圏統括本部　近畿圏開

発支社 自販機営業部長

近畿圏開発支社

開発営業二部長

小島　尊史



▽ 近畿圏統括本部　近畿圏開

発支社 市場開発部長

中部北陸支社カルピス中部北

陸

統括支店長

松島　弘幸

▽ 近畿圏統括本部　カルピス

近畿圏支社 営業一部長

近畿圏支社営業一部長 牧内　信孝

▽ 近畿圏統括本部　カルピス

近畿圏支社　営業二部長

カルピス首都圏支社

営業一部長

岩波　大朗

▽ 中国支社　ＭＤ部長 中国支社カルピス中国

統括支店営業部長

藏野　哲壮

▽ 中国支社　営業一部長 中国支社アサヒ中国

統括支店営業部長

藤田　賢二郎

▽ 中国支社　営業二部長 中国支社アサヒ中国

統括支店岡山支店長

松島　敦哉

▽ 中国支社　岡山支店長 中国支社カルピス中国

統括支店長

小野　丈二

▽ 四国支社長 関東支社アサヒ関東

統括支店長

吉原　敦

▽ 四国支社　ＭＤ部長 四国支社

営業企画部長

堀部　益也

▽ 四国支社　営業部長 四国支社カルピス四国

統括支店長

木下　俊敦

▽ 四国支社　松山支店長 四国支社アサヒ四国

統括支店松山支店長

倉持　博充

▽ 九州支社　副支社長 九州支社営業企画部長　兼

アサヒ九州統括支店長

橋本　浩一

▽ 九州支社　営業企画部長 牧尾　雄二

▽ 九州支社　ＭＤ部長 九州支社カルピス九州

統括支店営業第二部長

村上　泰啓

▽ 九州支社　営業一部長 九州支社アサヒ九州

統括支店量販営業部長

合田　精志

▽ 九州支社　営業二部長 九州支社アサヒ九州

統括支店営業部長

赤西　智実

▽ 九州支社　開発営業部長 近畿圏開発支社

開発営業一部長

西村　浩一

▽ 九州支社　南九州支店長 九州支社アサヒ九州

統括支店南九州支店長

星野　悟

▽ 富士山工場　品質管理部長 荒木　康晴

▽ 北陸工場　総務部長 大宮　洋太

▽ 明石工場　品質管理部長 清水　孝敏

２．組織改定について

（２０１６年９月１日付）

【本社組織】　　　　

「開発・自販機企画部」を「自販機事業戦略部」に改称する。

「自販機営業部」を「広域自販機営業部」に改称する。

【支社組織】

■各支社の「アサヒ統括支店」「カルピス統括支店」を廃止し、支社直下に営業各部を設置する。

■各本部、各支社に「ＭＤ部」を設置する。

「北海道支社」の「アサヒ北海道統括支店」「カルピス北海道統括支店」および各統括支店の「営業部」、「量販営業部」を廃止

し、支社直下に「ＭＤ部」「営業一部」「営業二部」を新設する。

「東北支社」の「アサヒ東北統括支店」「カルピス東北統括支店」および各統括支店の｢営業部」「量販営業部」「北東北支店」

を廃止し、支社直下に｢ＭＤ部」「営業一部」「営業二部」「開発営業部」「北東北支店」を新設する。

「首都圏統括本部」に「ＭＤ部」を新設する。

「アサヒ首都圏本部首都圏支社」の「営業第一部」「営業第二部」「東関東支店」を「営業一部」「営業二部」「千葉支店」に改称

する。

「アサヒ首都圏本部首都圏開発支社」の「開発営業一部」「開発営業二部」「開発営業三部」を廃止し、「自販機営業一部」「自

販機営業二部」「市場開発部」を新設する。

「カルピス首都圏支社」の「営業第一部」「営業第二部」「営業第三部」「営業第四部」「営業第五部」を「営業一部」「営業二部」

「営業三部」「営業四部」「営業五部」に改称する。

「関東支社」の「アサヒ関東統括支店」「カルピス関東統括支店」および各統括支店の｢営業部」「量販営業部」「営業第一部」



「営業第二部」「新潟支店」「長野支店」を廃止し、支社直下に｢ＭＤ部」「営業一部」「営業二部」「新潟支店」「長野支店」を新

設する。

「中部北陸支社」の「アサヒ中部北陸統括支店」「カルピス中部北陸統括支店」および各統括支店の｢営業部」「量販営業部」

「営業第一部」「営業第二部」「静岡支店」「北陸支店」を廃止し、支社直下に「ＭＤ部」「営業一部」「営業二部」「開発営業部」

「静岡支店」「北陸支店」を新設する。

「近畿圏統括本部」に「ＭＤ部」を新設する。

「近畿圏支社」の「営業第一部」「営業第二部」を「営業一部」「営業二部」に改称する。

「近畿圏開発支社」の「開発営業一部」「開発営業二部」を廃止し、｢自販機営業部」「市場開発部」を新設する。

「カルピス近畿圏支社」の「営業第一部」「営業第二部」「営業第三部」「営業第四部」を「営業一部」「営業二部」「営業三部」

「営業四部」に改称する。

「中国支社」の「アサヒ中国統括支店」「カルピス中国統括支店」および各統括支店の｢営業部」「岡山支店」を廃止し、支社直

下に｢ＭＤ部」「営業一部」「営業二部」「岡山支店」を新設する。

「四国支社」の「アサヒ四国統括支店」「カルピス四国統括支店」および各統括支店の｢営業部」「松山支店」を廃止し、支社直

下に｢ＭＤ部」「営業部」「松山支店」を新設する。

「九州支社」の「アサヒ九州統括支店」「カルピス九州統括支店」および各統括支店の｢営業部」「量販営業部」「営業第一部」

「営業第二部」「南九州支店」を廃止し、支社直下に「ＭＤ部」「営業一部」「営業二部」「開発営業部」「南九州支店」を新設す

る。

以上


