
 

キリンビール 

２０１７年１０月１日 

新        職 旧        職 継  続  職 氏        名 

マーケティング本部マーケティング部ＲＴＤカテゴリー

戦略担当 主幹 

マーケティング本部マーケティング部 スピリッツ・リ

キュールカテゴリー戦略担当 主幹 

マーケティング本部マーケティ

ング部 
上野 哲生 

マーケティング本部北海道統括本部北海道ＭＤ支社

長 

マーケティング本部北海道統括本部営業企画部 副

部長 

マーケティング本部北海道統

括本部 
山口 勝義 

マーケティング本部北海道統括本部札幌支社長 兼 

札幌支社第 1支店長 兼 札幌支社業務部長 

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 九州販売推進支社営業部長 兼 九州販

売推進支社業務部長 

マーケティング本部 天野 聡司 

マーケティング本部関東甲信越統括本部関東甲信越

流通支社甲信越流通部長 
マーケティング本部営業部量販担当 主務 マーケティング本部 前田 長子 

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首都圏統括本部東京支社東京

東支店ラインリーダー 
マーケティング本部 望月 豊久 

マーケティング本部首都圏統括本部首都圏流通第１

支社営業１部長 

マーケティング本部関東甲信越統括本部関東甲信

越流通支社甲信越流通部長 
マーケティング本部 長澤 誠一 

マーケティング本部首都圏統括本部横浜支社第２支 マーケティング本部広域販売推進統括本部広域販 マーケティング本部 神田 晃 



 

店長 売推進第２支社営業２部 ラインリーダー 

マーケティング本部中部圏統括本部総務部長 マーケティング本部中部圏統括本部総務部副部長 
マーケティング本部中部圏統

括本部総務部 
中井 康憲 

マーケティング本部中部圏統括本部中部圏流通支社

長 兼 中部圏流通支社業務部長 

マーケティング本部中部圏統括本部東海流通支社

長 兼 東海流通支社業務部長 

マーケティング本部中部圏統

括本部 
歌田 伸彦 

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１部長 

マーケティング本部中部圏統括本部東海流通支社

営業１部長 

マーケティング本部中部圏統

括本部 
北川 善太郎 

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部長 

マーケティング本部中部圏統括本部東海流通支社

営業２部長 

マーケティング本部中部圏統

括本部 
林 保光 

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３部長 

マーケティング本部中部圏統括本部東海流通支社

営業３部長 

マーケティング本部中部圏統

括本部 
佐藤 俊雄 

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中部圏統括本部静岡支社流通

部長 

マーケティング本部中部圏統

括本部 
山口 守 

マーケティング本部中部圏統括本部中部圏流通支社

北陸流通部長 

マーケティング本部中部圏統括本部東海流通支社

営業２部ラインリーダー 

マーケティング本部中部圏統

括本部 
児玉 浩樹 

マーケティング本部中部圏統括本部東海支社営業推 マーケティング本部首都圏統括本部横浜支社第１支 マーケティング本部 川又 義行 



 

進部長 店ラインリーダー 

マーケティング本部中部圏統括本部東海支社岐阜支

店長 
キリンビバレッジ 企画部企画担当 専任担当部長   山口 大輔 

マーケティング本部近畿圏統括本部近畿圏流通第１

支社営業１部長 

キリンビバレッジ 営業本部中部圏地区本部中部圏

流通支社長 
  西山 佳伸 

マーケティング本部近畿圏統括本部近畿圏流通第１

支社特約店営業部長 

マーケティング本部広域流通統括本部広域特約店

営業部営業部 担当部長 
マーケティング本部 小野里 征士 

マーケティング本部近畿圏統括本部近畿圏販売推進

支社長 兼 近畿圏販売推進支社営業２部長 

マーケティング本部北海道統括本部札幌支社長 兼 

札幌支社第１支店長 
マーケティング本部 若林 伸彦 

マーケティング本部近畿圏統括本部神戸支社流通部

長 

マーケティング本部中部圏統括本部北陸支社流通

部長 
マーケティング本部 鈴木 仁 

マーケティング本部中四国統括本部中国流通支社営

業部長 

マーケティング本部近畿圏統括本部近畿圏流通第１

支社営業２部ラインリーダー 
マーケティング本部 本山 顕 

マーケティング本部中四国統括本部高知支社長 兼 

高知支社営業部長 兼 高知支社業務部長 

マーケティング本部首都圏統括本部横浜支社第２支

店長 
マーケティング本部 大石 恭三 

マーケティング本部九州統括本部九州販売推進支社 マーケティング本部近畿圏統括本部近畿圏販売推 マーケティング本部 島田 明人 



 

長 兼 九州販売推進支社営業部長 兼 九州販売

推進支社業務部長 

進支社長 兼 近畿圏販売推進支社営業２部長 

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近畿圏統括本部神戸支社流通

部長 
マーケティング本部 佐野 竜三 

マーケティング本部九州統括本部熊本支社長 兼 熊

本支社業務部長 

キリンホールディングス グループコーポレートコミ

ュニケーション担当ＩＲ室 主務 
  安武 直幸 

マーケティング本部広域流通統括本部広域流通支社

流通２部長 

マーケティング本部広域流通統括本部広域流通支

社流通３部 担当部長 

マーケティング本部広域流通

統括本部広域流通支社 
齊藤 眞琴 

マーケティング本部広域法人統括本部広域法人支社

長 兼 広域法人支社広域法人１部長 

マーケティング本部広域法人統括本部広域法人支

社長 

マーケティング本部広域法人

統括本部広域法人支社長 
八木 益実 

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広域法人統括本部広域法人支

社広域法人３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 
長野 忠嗣 

生産本部北海道千歳工場製造担当 部長    渥美 圭亮 

生産本部北海道千歳工場総務広報担当 部長 
キリンビジネスエキスパート 人事サポート部給与担

当部長 
  辻井 一郎 

生産本部仙台工場エンジニアリング・環境安全担当 

部長 

生産本部仙台工場エンジニアリング・環境安全担当 

部長補佐 

生産本部仙台工場エンジニア

リング・環境安全担当 
野口 泰弘 



 

生産本部横浜工場 副工場長 兼 横浜工場エンジニ

アリング・環境安全担当 部長 

生産本部横浜工場エンジニアリング・環境安全担当 

部長 

生産本部横浜工場エンジニア

リング・環境安全担当 部長 
北村 茂樹 

生産本部神戸工場総務広報担当 部長 
マーケティング本部首都圏統括本部首都圏流通第１

支社営業１部長 
  木村 圭里 

生産本部神戸工場パッケージング担当 部長 

マーケティング本部マーケティング部商品開発研究

所新価値創造グループ 主務 兼 キリンＲ＆Ｄ本部

酒類技術研究所 主務 

  網谷 安夫 

生産本部岡山工場総務広報担当 部長 
マーケティング本部中四国統括本部高知支社長 兼 

高知支社営業部長 兼 高知支社業務部長 
  石田 健志 

生産本部福岡工場 副工場長 

兼 福岡工場エンジニアリング・環境安全担当 部長 
生産本部技術部 主幹 兼 生産本部生産部 主幹 生産本部 伊藤 康喜 

生産本部福岡工場醸造エネルギー担当 部長 生産本部福岡工場醸造エネルギー担当 部長補佐 
生産本部福岡工場醸造エネ

ルギー担当 
永井 次郎 

キリンディスティラリー 副工場長 兼 品質保証部長 キリンディスティラリー 御殿場工場酒類生産部部長 キリンディスティラリー 松田 明彦 

キリンディスティラリー 御殿場工場酒類生産部長 生産本部北海道千歳工場製造担当 部長   有賀 逸人 

 


