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ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 主要人事
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営業本部 副本部長 兼 営業本部 近畿支社長

営業本部 関信越支社長

遠藤 毅

営業本部 広域営業統括部長
兼 営業本部 広域営業統括部 特販営業部長

営業本部 首都圏支社長
兼 営業本部 首都圏支社 東京量販支店長

佐藤 修二

営業本部 関信越支社長

営業本部 近畿支社 大阪量販支店長

本田 寛昭

営業本部 首都圏支社長

営業本部 首都圏支社 東京支店長

河合 敏裕

営業本部 九州支社長

営業本部 中部支社 静岡支店長

松葉 正広

営業本部 営業統括部 営業管理GL

営業本部 営業統括部 営業管理グループ

加藤 高章

営業本部 東北支社 第一支店長

営業本部 東北支社長 兼 営業本部 東北支社 東北支店長

営業本部 東北支社 第二支店長

営業本部 東北支社 東北量販支店長

青木 川治

営業本部 首都圏支社 東京支店長

営業本部 首都圏支社 横浜支店長

新倉 一幸

営業本部 首都圏支社 東京量販支店長

営業本部 首都圏支社

加藤 譲二

営業本部 首都圏支社 横浜支店長

営業本部 首都圏支社 東京支店 販売二課

金井 強

営業本部 中部支社 静岡支店長

営業本部 近畿支社 大阪量販支店

阿部 和明

営業本部 近畿支社 大阪量販支店長

営業本部 中四国支社

藤井 和之

営業本部 広域フードサービス営業統括部 外食営業部長

営業本部 広域フードサービス営業統括部
関東フードサービス営業部長

浦田 聖司

営業本部 広域フードサービス営業統括部 開発営業部長

マーケティング本部 商品戦略統括部
レモン・ナチュラルフード戦略GL

池端 幸司

自販機事業本部 自販機事業統括部 自販機管理GL

自販機事業本部 自販機事業統括部 自販機管理グループ

村山 久志

自販機事業本部 法人営業統括部 法人企画GL

自販機事業本部 首都圏自販機支社
兼 経営戦略本部 経営管理部

藤田 幸久

自販機事業本部 西日本自販機支社 九州自販機支店長

自販機事業本部 広域自販機営業部

木下 勝孝
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営業本部 東北支社長

荒木 康生

名

大豆・チルド事業本部 事業戦略部長

マーケティング本部長 兼 大豆・チルド事業本部長
兼 大豆・チルド事業本部 豆乳営業統括部長

大豆・チルド事業本部 豆乳営業統括部長
兼 大豆・チルド事業本部 豆乳営業統括部 豆乳第一営業部長

営業本部 九州支社長

小林 良彰

マーケティング本部長

営業本部 広域営業統括部長

高橋 勝博

マーケティング本部 マーケティング推進部長

マーケティング本部 マーケティング統括部長
兼 マーケティング本部 マーケティング統括部 デザインGL
兼 マーケティング本部 マーケティング統括部 コミュニケーションGL

石原 永久

マーケティング本部 飲料ブランド戦略部長

サッポロビール株式会社 スピリッツ事業部 和酒・RTD GL

柿内 望

マーケティング本部 食品ブランド戦略部長

マーケティング本部 商品戦略統括部長
兼 マーケティング本部 商品戦略統括部 海外ブランド戦略GL
兼 マーケティング本部 マーケティング統括部 企画GL

嶋津 克彦

マーケティング本部 飲料ブランド戦略部 総合飲料GL

マーケティング本部 商品戦略統括部 飲料戦略ＧL

神 啓文

マーケティング本部 飲料ブランド戦略部 レモン果汁飲料GL

マーケティング本部 商品戦略統括部 飲料戦略グループ

杉浦 邦和

マーケティング本部 食品ブランド戦略部 レモン食品GL

営業本部 広域フードサービス営業統括部 開発営業部長

奥谷 紀男

マーケティング本部 食品ブランド戦略部 スープ・食品GL

マーケティング本部 商品戦略統括部 スープ戦略ＧL

黒柳 伸治

研究開発本部長 兼 研究開発本部 第二商品開発部長

研究開発本部 商品開発研究所長
兼 研究開発本部 商品開発研究所 第三GL

平山 悌也

研究開発本部 開発企画部長

研究開発本部 研究企画部長

大橋 誠

研究開発本部 第一商品開発部長
兼 研究開発本部 第一商品開発部 レモン開発GL

研究開発本部 商品開発研究所 第二GL

林 誠治

研究開発本部 第一商品開発部 第一飲料開発GL

研究開発本部 商品開発研究所 第一GL

鎌田 英二

研究開発本部 第二商品開発部 第二飲料開発GL

研究開発本部 商品開発研究所 第三グループ
兼 経営戦略本部 ビジネスディベロップメント部

大森 俊一

研究開発本部 第二商品開発部 スープ・食品開発GL

研究開発本部 商品開発研究所 第三グループ

丹伊田 穣寿

生産本部 調達部 企画GL

生産本部 調達部 副部長

川瀬 陸

生産本部 調達部 管理GL

生産本部 調達部

安田 裕一

経営戦略本部長

経営戦略本部 副本部長 兼 経営戦略本部 経営戦略部長

経営戦略本部 経営戦略部 トップサポートGL

経営戦略本部 経営戦略部

比嘉 哲也

経営戦略本部 経営戦略部 業務インフラGL

経営戦略本部 経営戦略部 副部長

小林 俊史
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大豆・チルド事業本部長

経営戦略本部 経営戦略部長

大槻 洋揮

松風 里栄子

経営戦略本部 経営戦略部 事業戦略GL

経営戦略本部 経営戦略部 副部長

赤澤 秀樹

経営戦略本部 経営戦略部 コミュニケーションGL

マーケティング本部 マーケティング統括部 コミュニケーショングループ

榎本 恭子

管理本部長 兼 管理本部 経理部長

サッポロ不動産開発株式会社 取締役執行役員 経営企画本部長

小松 義幸

管理本部 リスクマネジメント部長

経営戦略本部長付

荒木 定明

品質保証部 品質保証GL

品質保証部

木俣 善雅

品質保証部 品質企画GL

品質保証部 副部長

棚橋 広幸

ロジスティクス部 物流GL

ロジスティクス部 物流グループ

佐竹 正考

株式会社パブリック・ベンディング・サービス 代表取締役社長

株式会社パブリック・ベンディング・サービス 人事総務部長
兼 スタービバレッジサービス株式会社 管理部長
兼 株式会社PSビバレッジ 管理本部 人事総務部長

加納 義弘
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