
 

アサヒビール 

 

（発令日：平成 27年 9月 1日） 
   

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名 

東京 2020オリンピック・パラリンピック本部長   
取締役兼執行役員マーケティング本部

長 
田中 晃 

常務執行役員外食営業本部長 （常務執行役員市場開発本部長）   臼井 敦志 

執行役員法人営業本部長 （執行役員九州統括本部長）   白石 行洋 

東京 2020オリンピック・パラリンピック本部プロモ

ーション第一局長 
  執行役員営業部長 松隈 健児 

外食営業本部副本部長 （市場開発本部副本部長）   米澤 正 

マーケティング本部副本部長 兼 東京 2020オ

リンピック・パラリンピック本部ブランディング第一

局長 

  マーケティング第一部長 枝 伸 

マーケティング本部副本部長 兼 マーケティン

グ第三部長 兼 東京 2020オリンピック・パラリン

ピック本部ブランディング第二局長 

（マーケティング第二部長）   笹原 俊一 

東京 2020オリンピック・パラリンピック本部マーケ

ティング局長 
  マーケティング企画部長 森 哲 

東京 2020オリンピック・パラリンピック本部コミュ

ニケーション第一局長 
  宣伝部長 鈴木 歩 

東京 2020オリンピック・パラリンピック本部コミュ

ニケーション第二局長 
  デジタルマーケティング部長 横沢 太一 

東京 2020オリンピック・パラリンピック本部プロモ

ーション第二局長 
  量販統括部長 兼 営業サポート室長 石井 宣道 

東京 2020オリンピック・パラリンピック本部プロモ

ーション第三局長 
  

業務用統括部長 兼 営業サポート室

長 
小野里 俊哉 

東京 2020オリンピック・パラリンピック本部サステ

ィナビリティ局長 
  社会環境部長 鈴木 敦子 

東京 2020オリンピック・パラリンピック本部パブリ

ック・リレーションズ局長 
    吉岡 仁 



 

研究開発本部長 （生産技術センター所長）   伊藤 義訓 

近畿圏統括本部副本部長 
（広域営業本部副本部長 兼 広域営業本部

広域営業第四部長） 
  臺 常宏 

九州統括本部長 （北陸統括本部長）   北村 直樹 

四国工場製造部長   四国工場長 西田 茂樹 

生産技術センター所長 （研究生産本部副本部長）   笹本 武志 

経営企画本部副本部長   経営企画部長 秋田 達志 

東京 2020オリンピック・パラリンピック企画室長 

兼 東京 2020オリンピック・パラリンピック本部企

画室長 

（マーケティング企画部ブランド戦略室長）   杉浦 克典 

マーケティング第一部新商品開発室長 （マーケティング第一部次長）   岡島 徹 

マーケティング第二部長 （大分支社長 兼 大分支店長）   米沢 透 

マーケティング第四部長 （マーケティング第二部次長）   福北 耕一 

広域営業本部広域営業第四部長 （九州広域支社広域第一支店長）   平林 勉 

東北統括本部副本部長 （中国広域支社長）   田中 大 

青森支店長   青森支社長 福岡 修司 

岩手支店長   岩手支社長 梅垣 幸嗣 

秋田支店長   秋田支社長 上田 敏 

仙台支社仙台支店長 （山形支社山形支店長）   功刀 俊英 

山形支店長   山形支社長 東田 洋一 

茨城支社長 （富山支社長）   杉江 信彦 

栃木支店長   栃木支社長 小松 伸之 

群馬支店長   群馬支社長 伊澤 征大 

新潟支社長 （新潟支社新潟支店長）   吉村 肇統 

新潟支社新潟支店長 （長野支社長野支店長）   杉山 隆男 

長野支社長 兼 長野支店長 （福岡支社福岡支店長）   稲葉 賢士 

千葉統括支社業務部長     本部 恵子 

埼玉統括支社広域支店長 （栃木支社栃木支店長）   原田 直樹 

東京統括支社東京支店長 （東海統括支社名古屋支店長）   北原 朋幸 

東海統括支社名古屋支店長 （市場開発本部外食営業第三部次長）   佐藤 清香 

首都圏広域支社第二支店長 （近畿圏広域支社広域第一支店長）   松田 拓也 

中部広域支社広域第二支店長 （近畿圏広域支社広域第三支店長）   濵 隆信 

北陸統括本部長 （茨城支社長）   柳原 行生 



 

富山支社長 兼 富山支店長 （神戸統括支社神戸中央支店長）   伊藤 友啓 

京滋統括支社業務部長 （業務用統括部次長）   小池 知弘 

大阪統括支社洋酒ワイン部長     松原 豊 

神戸統括支社神戸中央支店長 （東京統括支社東京支店長）   菊本 和喜 

近畿圏広域支社広域第一支店長 （秋田支社秋田支店長）   長谷川 源二 

近畿圏広域支社広域第三支店長 （埼玉統括支社広域支店長）   上島 充 

中国統括本部営業企画部長 （千葉統括支社業務部長）   中田 健司 

広島支社広島支店長 （群馬支社群馬支店長）   土井 栄二 

中国広域支社長 （中国統括本部営業企画部長）   堀口 洋司 

福岡統括支社福岡支店長 （大阪統括支社洋酒ワイン部長）   川合 利昭 

大分支社長 兼 大分支店長 （営業部次長）   利岡 万広 

九州広域支社広域第一支店長 （中部広域支社広域第二支店長）   平岩 泰浩 

福島工場総務部長     平野 雅彦 

茨城工場パッケージング第二部長     杉野 英昭 

神奈川工場品質管理部長     吉水 健二 

名古屋工場パッケージング部長     三神 慶一 

名古屋工場エンジニアリング部長     宇治原 秀 

吹田工場エンジニアリング部長     森川 智史 

博多工場パッケージング部長     池内 光明 

酒類開発研究所開発企画部長   
酒類開発研究所長 兼 研究開発戦略

部長 
清水 二郎 

技術研修センター副所長     北川 昭浩 

 

 

▼機構改革 
   

（発令日：平成 27年 9月 1日） 
   

①市場開発本部を廃止し、外食営業本部、法人営業本部を新設 
  

②外食営業本部に現行の外食営業第一部、外食営業第二部、外食営業第三部、外食営業第四部を設置 
 

③法人営業本部に現行の法人営業第一部、法人営業第二部を設置 
  

④マーケティング本部に、マーケティング第三部、マーケティング第四部を新設 
  

⑤マーケティング第一部に新商品開発室を新設 
  

⑥マーケティング企画部ブランド戦略室を廃止 
  

⑦マーケティング本部に、オリンピック・パラリンピック企画室を新設 
  



 

⑧マーケティング本部酒類開発研究所を、新設する研究開発本部に移管 
  

⑨研究生産本部を生産本部に改称 
   

⑩研究生産本部から研究開発戦略部、酒類技術研究所、容器包装研究所を、新設する研究開発本部に移管 
 

⑪研究開発本部を新設し、⑧及び⑩に記載の組織を設定 
  

⑫東京 2020オリンピック・パラリンピック本部を新設し、企画室、マーケティング局、ブランディング第一局／第二局、 
 

 コミュニケーション第一局／第二局、プロモーション第一局／第二局／第三局、サスティナビリティ局、パブリック・リレーションズ局を新設 
 

 

 

 

 


