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2019年１月 28日 

 

各 位 

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 

 

組織改編、執行体制の変更および役員人事に関するお知らせ 

 

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（本社：東京都港区 代表取締役社長：吉松 民雄 

以下当社）は、２月１日付で当社およびグループ会社の組織改編、執行体制変更および役員の人事異動を実施

することを、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

当社は、事業を持続的に成長させるため、意思決定スピードの加速をめざし、組織を改編し、併せて執行体制を

変更いたします。 

 

１． 組織改編 

組織の重複を解消し、それぞれの組織が専門分野に特化し、従来以上に質の高い業務を行うことをめざします。

また、社長直下のフラットな形にし、階層を減らすことで、従来以上に意思決定のスピードを加速していきます。 

 

２． 執行体制の変更 

スピーディーな意思決定と施策実行のために、組織改編と併せ、経営に関与する執行役員を現行の 33 名から

18名に削減することに伴い、執行役員と社員の間に新たに理事を新設し、加えて上席執行役員を廃止します。 

 

記 

 

1．役員人事 （2019年２月１日付） 

氏名 新役職位 現役職位 

吉松 民雄 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

代表取締役社長 

兼 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

代表取締役社長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

代表取締役社長 

兼 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

代表取締役社長 
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ヴィカス・ティク コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

代表取締役副社長 最高戦略責任者（経営戦略本部

長） 

兼 最高財務責任者 

兼  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(経営戦略本部長) 

兼  最高財務責任者 

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

代表取締役副社長 最高財務責任者 

兼 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  最高財務責任者 

古賀 靖教 

 

コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

取締役 

兼 キューサイ 

代表取締役会長  

 

コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

取締役 

兼 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 

兼 コーポレートコミュニケーション統括部長 

コスティン・   

マンドレア 

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

取締役 

兼  コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 営業本部長 

兼 エリア営業統括本部長 

兼 コマーシャルケーパビリティーシニアグループ 

統括部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

取締役 

兼  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 エリア営業統括本部長 

兼 マーケティング統括部長 

兼 コマーシャルケーパビリティーシニアグループ    

統括部長 

市原 政徳 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 キーアカウントマネジメント本部長     

兼 ＫＡＭマーケティング統括部長 

兼 コカ･コーラカスタマーマーケティング 

代表取締役社長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 キーアカウントマネジメント本部長 

兼 ＫＡＭマーケティング統括部長 

兼 コカ･コーラカスタマーマーケティング 

代表取締役社長 

藤原 義樹 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 営業本部                      

ベンディング事業本部長                    

兼 営業推進部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 営業本部                 

ベンディング事業本部長 

ブルース・    

ハーバート 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 ＳＣＭ本部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 ＳＣＭ本部長 
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ビヨン・イヴァル・

ウルゲネス 

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

執行役員 財務本部長 

兼 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 財務本部長 

兼  コカ･コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス                            

代表取締役社長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

上席執行役員 財務本部長 

兼 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 財務本部長 

兼  コカ･コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス 

代表取締役社長 

加藤 淳 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 ビジネスシステム本部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 ビジネスシステム本部長 

那須 俊一 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員                           

ストラテジックトランスフォーメーション本部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 ＩＭＯ本部長 

上村 成彦 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 人事・総務本部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

上席執行役員 人事本部長 

遠藤 康太郎 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 営業本部 マーケティング統括部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 営業本部 チャネル企画統括部長 

エドワード・   

ウォルターズ 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン                

執行役員 SCM本部 ロジスティックス統括部長            

コカ・コーラ ボトラーズジャパン             

執行役員 SCM本部 ロジスティックス統括部長         

西口 洋一 コカ・コーラ ボトラーズジャパン            

執行役員 SCM本部 製造統括部長  

コカ・コーラ ボトラーズジャパン             

執行役員 SCM本部 製造統括部長 

レイモンド・   

シェルトン 

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

執行役員 ＩＲ＆コーポレートコミュニケーション本部長 

兼 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 ＩＲ＆コーポレートコミュニケーション本部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

執行役員 IR統括部長 

荷堂 真紀 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 調達本部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 調達統括部長 

岡田 豊二 コカ・コーラ ボトラーズジャパン                

執行役員 人事・総務本部 人事統括部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン             

執行役員 人事本部 人事統括部長 

尾関 春子 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

執行役員 法務本部長 

兼 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 法務本部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

執行役員 法務統括部長 

兼 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 総務本部 法務統括部長 
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柴 康裕 コカ･コーラ ボトラーズジャパン                   

理事 営業本部 エリア営業統括本部           

東日本営業本部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 営業本部 エリア営業統括本部      

東日本営業本部長 

井上 豊 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

理事 営業本部 エリア営業統括本部           

関東営業本部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 営業本部 エリア営業統括本部      

関東営業本部長 

佐藤 一仁 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

理事 営業本部 エリア営業統括本部         

東京営業本部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 営業本部 エリア営業統括本部      

東京営業本部長 

関 敬介 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

理事 営業本部 エリア営業統括本部         

中部日本営業本部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 営業本部 エリア営業統括本部      

中部日本営業本部長 

本坊 俊一郎 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

理事 営業本部 アルコールプロジェクト統括部長  

兼 エリア営業統括本部                  

西日本営業本部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 営業本部 アルコールプロジェクト統括部長  

兼 エリア営業統括本部                  

西日本営業本部長 

村田 吉章 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

理事 営業本部  

リージョナルキーアカウントマネジメント統括部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 営業本部  

リージョナルキーアカウントマネジメント統括部長 

成重 剛 コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

理事 キーアカウントマネジメント本部         

CVS営業本部長  

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 キーアカウントマネジメント本部       

CVS 営業本部長  

鈴木 輝幸 コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

理事 キーアカウントマネジメント本部  

スーパーマーケット営業本部長 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 営業本部 エリア営業統括本部      

近畿・四国営業本部長 

河村 幸伸 コカ・コーラ ボトラーズジャパン  

理事 キーアカウントマネジメント本部          

フードサービス・ドラッグ営業本部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 

執行役員 キーアカウントマネジメント本部       

フードサービス・ドラッグ営業本部長 

青山 朝子 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス   

理事 事業開発統括部長                     

兼 コカ・コーラ ボトラーズジャパン             

理事 事業開発統括部長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 

執行役員 事業開発統括部長               

兼 コカ・コーラ ボトラーズジャパン             

執行役員 事業開発統括部長          
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馬場 隆英 コカ・コーラ ボトラーズジャパン                

理事 

兼 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 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン                 

執行役員 

兼 コカ･コーラ ボトラーズジャパンベンディグ 

代表取締役社長 

原 幹弘 コカ･コーラ ボトラーズジャパン                 

理事                              

兼 FVジャパン                         

代表取締役社長 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン                 

執行役員 

兼 FVジャパン                                 

代表取締役社長  

 

以 上 
【コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社の概要】 
コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社(CCBJI)は、2017 年 4 月 1 日、当時、日本で有数の規模の 
コカ･コーラボトラーであったコカ･コーラウエスト株式会社とコカ･コーライーストジャパン株式会社との経営統
合によって誕生しました。 
以来、当社は東京、大阪、京都など 1都 2府 35県の顧客のニーズにお応えするため、日本のコカ･コーラ
システムの約 9割の製造、販売を担っております。 
 
私たちは地域のみなさまのあらゆる生活シーンにおいて、ハッピーな瞬間とさわやかさをお届けする総合飲
料企業として、「地域密着」と「顧客起点」という企業理念に基づいた事業活動を行うことで、顧客、株主、地
域社会、社員をはじめとするすべてのステークホルダーに高い付加価値を提供し続けてまいります。 

 
 
 
 


