
吉松　民雄

■ 取締役

■ 取締役

■ 代表取締役 ■ 代表取締役

■ 執行役員

■ 執行役員

代表取締役社長
コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱ 
代表取締役社長

吉松　民雄
代表取締役社長

藤原　義樹
上席執行役員
エリア営業統括本部長

コスティン・マンドレア
上席執行役員
営業本部長兼マーケティング統括部長

市原　政徳
上席執行役員
キーアカウントマネジメント本部長兼
キーアカウントマネジメントマーケティング統括部長

ブルース・ハーバート
上席執行役員
SCM本部長

加藤　淳
上席執行役員
ビジネスシステム本部長

ジャワハル・ソライ クップスワミー
上席執行役員
財務本部長

那須　俊一
上席執行役員
IMO本部長

古賀　靖教
上席執行役員
総務本部長

西口　洋一
執行役員
製造統括部長

エドワード・ウォルターズ
執行役員
ロジスティクス統括部長

荷堂　真紀
執行役員
調達統括部長

青山　朝子
執行役員
トランスフォーメーションプロジェクトリーダー

岡本　繁樹
執行役員
コーポレートコミュニケーション統括部長

尾関　春子
執行役員
法務統括部長

岡田　豊二
執行役員
人事統括部長

髙木　恭一
執行役員
経営企画統括部長

神戸　聡
代表取締役社長

髙木　恭一
代表取締役社長

佐藤　一仁
執行役員
東京営業本部長

井上　豊
執行役員
関東営業本部長

柴　康裕
執行役員
東日本営業本部長

村田　吉章
執行役員
リージョナルキーアカウントマネジメント統括部長

遠藤　康太郎
執行役員
チャネル企画統括部長

河村　幸伸
執行役員
フードサービス・ドラッグ営業本部長

蔵屋　仁八
執行役員
スーパーマーケット営業本部長

成重　剛
執行役員
CVS営業本部長

原　幹弘
執行役員
FVジャパン㈱代表取締役社長

馬場　隆英
執行役員
コカ・コーラ ボトラーズジャパンベンディング㈱
代表取締役社長

本坊　俊一郎
執行役員
西日本営業本部長

鈴木　輝幸
執行役員
近畿・四国営業本部長

関　敬介
執行役員
中部日本営業本部長

■ 監査役
杉田　豊
監査役

深見　利雄
監査役

ヴィカス・ティク
代表取締役副社長
最高戦略責任者 兼 CFO

1969年 近畿コカ・コーラボトリング㈱入社
2000年 同社取締役
2004年 同社常務取締役
2006年 同社専務取締役、同社専務執行役員
 コカ・コーラウエストホールディングス㈱取締役、
 同社専務執行役員
2007年 近畿コカ・コーラボトリング㈱代表取締役、同社社長、
2009年 コカ・コーラウエスト㈱取締役、同社副社長
 同社代表取締役
2010年 同社社長
2017年 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱代表取締役、同社社長
 コカ・コーライーストジャパン㈱代表取締役、同社社長
2018年 当社代表取締役（現任）、当社社長（現任）
 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱代表取締役（現任）、

同社社長（現任）

1988年 DIAGEO PLC（The Pillsbury Company, USA）入社
1996年 同社（The Pillsbury Company, Australia）CFO
1998年 同社（The Pillsbury Company, Asia-Pacific）CFO
2000年 SOURCE MDXシニアバイスプレジデント兼COO
2005年 THE HERSHEY COMPANYアジアパシフィック担当
 最高経営責任者（マネージングディレクター）、
 THE COCA-COLA COMPANY M＆Aグループマネジャー
2006年 同社 COCA-COLA AFRICA GROUP CFO
2009年 日本コカ・コーラ㈱副社長兼CFO、
 同社代表取締役副社長兼CFO
2011年 コカ・コーラウエスト㈱社外取締役
2015年 THE COCA-COLA COMPANY COCA-COLA ASIA 

PACIFIC GROUP CFO
2016年 コカ・コーライーストジャパン㈱副社長執行役員
2017年 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱代表取締役、同社副社長CFO、
 コカ・コーライーストジャパン㈱取締役
2018年 当社代表取締役（現任）、当社副社長CFO（現任）、
 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱代表取締役（現任）、
 同社副社長、最高戦略責任者 兼 CFO（現任）

1985年 北九州コカ・コーラボトリング㈱入社
2010年 コカ・コーラウエスト㈱執行役員
2012年 同社常務執行役員
2014年 同社取締役
2017年 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱取締役、
 同社上席執行役員
2018年 当社取締役（現任）
 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱上席執行役員
 総務本部長（現任）
 コカ・コーラ ボトラーズジャパンベネフィット㈱
 代表取締役、同社社長

1998年 COCA-COLA MORINO BEVERAGES（ティミショアラ）
 トレード・マネジャー（ルーマニアおよびモルドバ担当）
2006年 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY 
 セントラル・オフィス（アテネ）コマーシャル部門担当ディレクター
2010年 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY 

EURASIA（モスクワ）キーアカウントディレクター
2013年 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY 

本社RTM担当ディレクター
2015年 コカ・コーライーストジャパン㈱常務執行役員、
 同社副社長執行役員
2016年 同社取締役
2017年 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱取締役、
 同社上席執行役員
2018年 当社取締役（現任）
 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱上席執行役員
 営業本部長兼マーケティング統括部長（現任）

1975年 日本無線㈱入社
1979年 ソニー㈱入社
2001年 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ㈱
 代表取締役社長
2003年 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ

AB CVP
2005年 ソニー㈱業務執行役員SVP
2008年 同社業務執行役員EVP
2009年 同社執行役副社長
2013年 コカ・コーライーストジャパン㈱社外取締役
2017年 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱社外取締役
2018年 当社社外取締役（現任）

1970年 日米コカ・コーラボトリング㈱入社
2005年 コカ・コーラウエストジャパン㈱執行役員
2006年 コカ・コーラウエストホールディングス㈱執行役員
2007年 同社グループ執行役員
2009年 コカ・コーラウエスト㈱グループ執行役員
2011年 同社常務執行役員
2012年 同社グループ上席執行役員、
 南九州コカ・コーラボトリング㈱常務執行役員
2013年 同社専務執行役員
 コカ・コーラウエスト㈱監査役（常勤）
2016年 同社取締役（監査等委員）（常勤）
2017年 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱取締役（監査等委員）

（常勤）
2018年 当社取締役（監査等委員）（常勤）（現任）

1976年 ㈱リコー入社
1993年 RICOH FRANCE S.A.取締役社長
2000年 ㈱リコー執行役員
2003年 同社上席執行役員
2004年 同社常務取締役
2005年 同社取締役、同社専務執行役員
2008年 コカ・コーラウエスト㈱社外監査役
2011年 ㈱リコー代表取締役、同社副社長執行役員
2013年 同社社長執行役員、同社CEO
2016年 コカ・コーラウエスト㈱社外取締役
2017年 ㈱リコー特別顧問、
 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱社外取締役
 （監査等委員）
2018年 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

1984年 COCA-COLA BOTTLERS IRELAND, LTD. 
 ファイナンスディレクター
1991年 COCA-COLA BOTTLERS ULSTER, LTD. 
 マネージングディレクター
2001年 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY 

S.A. CEO
2004年 THE COCA-COLA COMPANY上級副社長
 （ボトリング投資グループ社長）
2012年 コカ・コーラセントラルジャパン㈱社外取締役
2013年 コカ・コーライーストジャパン㈱社外取締役　
2017年 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱社外取締役
 （監査等委員）
2018年 THE COCA-COLA COMPANYエグゼクティブ
 アドバイザー、
 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

1988年 THE COCA-COLA COMPANY入社
1991年 日本コカ・コーラ㈱入社
2000年 日本コカ・コーラ㈱副社長CFO
2004年 同社社長代行
2005年 THE COCA-COLA COMPANY経営戦略担当副社長
2008年 同社 COCA-COLA LATIN CENTER BUSINESS UNIT 

社長
2013年 同社 COCA-COLA SOUTH LATIN BUSINESS UNIT 

社長
2016年 同社 COCA-COLA ASIA PACIFIC GROUP 社長

（現任）
2017年 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱社外取締役
 （監査等委員）
2018年 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

ジャワハル・ソライ クップスワミー
上席執行役員
財務本部長

髙木　恭一
執行役員
経営企画統括部長

尾関　春子
執行役員
法務統括部長

執行役員
IR統括部長

レイモンド・シェルトンヴィカス・ティク
代表取締役副社長 兼 CFO
コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱ 
代表取締役副社長
最高戦略責任者 兼 CFO

古賀　靖教
取締役
コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱ 
上席執行役員
総務本部長

コスティン・マンドレア
取締役
コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱ 
上席執行役員
営業本部長 兼 マーケティング統括部長

吉岡　浩
社外取締役
独立役員

田口　忠憲
取締役（監査等委員）
（常勤）

三浦　善司
社外取締役（監査等委員）
独立役員

イリアル・フィナン
社外取締役（監査等委員）

ジョン・マーフィー
社外取締役（監査等委員）
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

キューサイ株式会社 CQベンチャーズ株式会社

役員紹介 （2018年6月1日現在）

株主・投資家の
みなさまへ

特集 事業紹介 CSVの取り組み コーポレート・
ガバナンス

役員紹介 会社概要／
株式情報

当社の歩み／
コミュニケーションツールの紹介

連結経営指標等 連結財務諸表




