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№13863（2021.2.18） 

 

 

組織変更と役員人事のお知らせ 

 

サントリーホールディングス（株）は、グループ会社の組織変更ならびに役員

人事を行いますので、下記のとおりお知らせします。 

 

 

― 記 ― 
 

●組織変更                     ２０２１年３月１日付 

サントリーホールディングス株式会社の改組 

国内外の経済・政治動向に関する情報収集・活用に加え、行政機関や経済団体

とのネットワーク強化、グローバルな動向に関する情報収集等を拡充すべく、

「経済情報室」を「経済情報統括部」に改組する。 

 

サントリー酒類株式会社の改組 

中国・四国エリアにおける流通構造の変化に対応するため、「岡山支店」と 

「山陰支店」を統合し、「岡山・山陰支店」を新設する。 

 

サントリーウエルネス株式会社の改組 

「システムＦＦ（フルフィルメント）部」を「ＤＸ推進部」に改組し、ＤＸ

推進の役割を明確にするとともに、お客様情報を踏まえたマーケティングの

強化を図る。 

 

２０２１年４月１日付 

サントリーホールディングス株式会社の改組 

スポーツ活動の取組み強化を図るため、「ＣＳＲ推進部」からバレーボールチーム

とラグビーチームを独立させ、「スポーツ事業推進部」を新設する。 
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サントリービール株式会社の改組 

消費者変化が急速に進む中、マーケティング本部に「イノベーション部」を

新設し、消費者視点でのイノベーションの推進、新たな価値創造を行うこと

で競争力を強化する。 

 

サントリー酒類株式会社の改組 

・国内酒類営業における経営のスピード・実行力を更に上げるため「経営企画部」

を「営業推進本部」に新設する。 

・ＥＣ特化マーケティング・マーチャンダイジングの開発・推進を担う「企画部」

を「ＥＣ営業本部」に新設する。 

 

サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式会社の改組 

・海外における技術支援の拡充とスピードアップを図るために「グローバル

技術部」を新設する。 

・グループ全体の長期視点でのプロセス技術の開発を推進するために「プロセス

技術開発部」を新設する。これに伴い、「ＥＴＩ部」を廃止する。 

・グループ全体の長期的な原材料戦略を推進するとともに、グローバル調達

機能を強化するために「調達開発推進部」を新設する。これに伴い、「グロー

バル調達推進部」を廃止する。 

 

サントリーシステムテクノロジー株式会社の改組 

消費者起点ＤＸの実行機能を強化するため、「デジタルサービス部」を新設し、

「ビジネスサービス部」内のデジタルマーケティング、データ分析、ＢｔｏＣ

システム開発運用機能を移管する。 
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●役員人事                     取締役・監査役：２０２１年３月下旬付 

執行役員：２０２１年４月１日付 

サントリーホールディングス株式会社 

新職 旧職 継続職 氏名 

― ＤＸ戦略部長 執行役員 デジタル本部長 室元 隆志 

 

サントリーＢＷＳ株式会社 

新職 旧職 継続職 氏名 

― 監査役 ― 鎌田 泰彦 

 

サントリースピリッツ株式会社 

新職 旧職 継続職 氏名 

監査役 ― ― 千地 耕造 

― 監査役 ― 森岡 清 

 

サントリービール株式会社 

新職 旧職 継続職 氏名 

― 

執行役員 

マーケティング本部長 兼 

宣伝部長 

― 和田 龍夫 

執行役員 

マーケティング本部長  兼 

宣伝部長 

サントリー酒類（株）近畿営業

本部 営業企画部長 兼  

サントリーホールディングス

（株）関西担当 

― 田中 嗣浩 

― 監査役 ― 尾野 眞一 

 

サントリーワインインターナショナル株式会社 

新職 旧職 継続職 氏名 

― 監査役 ― 朴 洪植 
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サントリー酒類株式会社 

新職 旧職 継続職 氏名 

― 首都圏支社流通営業部長 執行役員 首都圏支社長 岡崎 洋介 

― 東北支社広域営業部長 執行役員 東北支社長 白藤 高顕 

― 監査役 ― 稲田 晴久 
 

 

サントリーウエルネス株式会社 

新職 旧職 継続職 氏名 

― 健康科学研究所長 取締役専務執行役員 柴田 浩志 

 

サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート株式会社 

新職 旧職 継続職 氏名 

調達開発推進部長 ― 取締役常務執行役員 ＳＣＭ本部長 藤原 正明 

プロセス技術開発部長 ＥＴＩ部長 執行役員 北村 裕明 

 

サントリービジネスシステム株式会社 

新職 旧職 氏名 

― 執行役員 企画部長 呉田 弘之 

 

サントリーシステムテクノロジー株式会社 

新職 旧職 氏名 

― 監査役 矢代 祐子 

 

サントリーコミュニケーションズ株式会社 

新職 旧職 氏名 

取締役会長 ― 小郷 三朗 

― 監査役 鎌田 泰彦 

 

サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 

新職 旧職 氏名 

― 監査役 岩下 浩 
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サントリーコーポレートビジネス株式会社 

新職 旧職 継続職 氏名 

経営企画本部長 営業推進本部長 取締役専務執行役員 宇野 重雄 

― 

取締役常務執行役員 

西部支社長 

サントリーホールディン

グス（株）関西担当 

― 蓼原 清彦 

法人営業推進部長 兼 

広域法人営業本部 

副本部長 

首都圏営業本部企画部長 執行役員 村田 充弘 

東日本支社長 兼  

東日本支社営業６部長 

首都圏営業本部副本部長 

兼 首都圏第三支社長 
取締役常務執行役員 山本 俊嗣 

東日本支社副支社長 

兼 東日本支社 

営業１部長 

首都圏第一支社長 執行役員 鈴田 卓弘 

― 
執行役員 中部支社長 

兼 中部支社企画部長 
― 大西 弘記 

執行役員 

中日本支社長 

サントリービバレッジ 

ソリューション（株） 

執行役員 近畿支社長 

― 武山 英世 

西日本支社長 

サントリーホールディン

グス（株）関西担当 

西部支社副支社長 兼  

西部支社法人営業部長 
執行役員 山下 隆仁 

西日本支社副支社長 

兼 西日本支社 

企画部長 

首都圏第二支社長 執行役員 大西 茂 

執行役員 九州支店長 

中部支社副支社長 兼  

中部支社法人営業部長  

兼 中部支社交通営業部長 

― 成瀬 好幸 

交通営業本部長 兼  

交通営業本部企画部長 
交通営業部長 取締役常務執行役員 磯谷 昌哉 

― 監査役 ― 稲田 晴久 

 

 

 

以  上 


