
2015 年１月 30 日 

 

新経営体制に関するお知らせ 
 

キリンホールディングス株式会社（社長 三宅占二）は、2014 年 12 月 22 日に公表いたしましたグ

ループ経営組織体制の変更につき、下記の通りキリンホールディングス株式会社およびキリン株式会

社の経営体制を決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．キリンホールディングス株式会社（2015 年 3月末付） 

 

 氏名 担当業務、兼務等 

取締役会長 三宅 占二  

代表取締役社長 磯崎 功典   

代表取締役常務執行役員 西村 慶介 事業提携・投資戦略、海外担当（東南アジア）

取締役常務執行役員 伊藤 彰浩 財務戦略、IR、情報戦略 

取締役常務執行役員 野中 淳一 R&D 戦略、品質保証統括 

取締役常務執行役員 三好 敏也  人事総務戦略、法務統括 

常務執行役員 小川 洋 広報戦略、リスク管理統括 

常務執行役員 橋本 誠一 CSV戦略、マーケティング戦略、ブランド戦略

常務執行役員 石井 康之 SCM（生産・物流・調達）戦略 

常務執行役員 溝内 良輔 海外担当（ブラジルキリン）、 

グループ提携戦略担当ディレクター 

常務執行役員 南方 健志 グループ経営戦略担当ディレクター 

取締役（非常勤） 三木 繁光  

取締役（非常勤） 有馬 利男  

取締役（非常勤） 荒川 詔四  

常勤監査役 鈴木 政士  

常勤監査役 石原 基康   

監査役 岩田 喜美枝   

監査役 橋本 副孝  

監査役 森   正勝   

 

 

 

 

 

 

 



２．キリン株式会社（2015 年 3月末付） 

 

 氏名 担当業務、兼務等 

代表取締役社長 磯崎 功典   

取締役副社長執行役員 小川 洋 経営補佐、内部管理統括、広報戦略、リス

ク管理統括 

取締役常務執行役員 橋本 誠一 CSV 戦略、CMO、 

CSV 本部長 

取締役常務執行役員 石井 康之 SCM（生産・物流・調達）戦略、 

キリンビバレッジ株式会社生産本部長 

取締役常務執行役員 横山 清 メルシャン株式会社代表取締役社長・CEO

取締役常務執行役員 佐藤 章 キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長 

取締役常務執行役員 布施 孝之 キリンビール株式会社代表取締役社長 

常務執行役員 伊藤 彰浩 経理統括、情報戦略 

常務執行役員 野中 淳一  R&D 戦略、品質保証統括、 

R&D 本部長 

常務執行役員 三好 敏也 人事総務戦略、法務統括 

常務執行役員 南方 健志 経営企画部長 

取締役（非常勤） 小出 寛子  

監査役 米村 良一  

監査役 井上 勝訓   

監査役 松尾 映二  

監査役（非常勤） 鈴木 政士  

 

以 上 

 

添付資料：キリンホールディングス株式会社およびキリン株式会社役員一覧 
 
 
 
 

（本件お問い合わせ先） 
キリン株式会社 コーポレートコミュニケーション部広報担当 
東京都中野区中野 4-10-2 中野セントラルパークサウス TEL 03-6837-7028



（添付資料）キリンホールディングス株式会社およびキリン株式会社役員一覧 

 キリンホールディングス株式会社 キリン株式会社 

氏名 
取締役 執行役員 

担当業務 

・兼務等 
取締役 執行役員 

担当業務 

・兼務等 

三宅 占二 取締役会長      

磯崎 功典 代表取締役

社長 

  代表取締役

社長 

  

西村 慶介 代表取締役 常務執行役員 事業提携・投資戦

略、海外担当（東南

アジア） 

   

伊藤 彰浩 取締役 常務執行役員 財務戦略、IR、情報

戦略 

 常務執行役員 経理統括、情報戦

略 

野中 淳一 取締役 常務執行役員 R&D 戦略、品質保証

統括 

 常務執行役員 R&D 戦略、品質保

証統括、 

R&D 本部長 

三好 敏也 取締役 常務執行役員 人事総務戦略、法務

統括 

 常務執行役員 人事総務戦略、法

務統括 

小川 洋  常務執行役員 広報戦略、リスク管

理統括 

取締役 

副社長 

副社長 

執行役員 

経営補佐、内部管

理統括、広報戦略、

リスク管理統括 

橋本 誠一  常務執行役員 CSV戦略、マーケティ

ング戦略、ブランド戦

略 

取締役 常務執行役員 CSV 戦略、CMO、 

CSV 本部長 

石井 康之  常務執行役員 SCM（生産・物流・

調達）戦略 

取締役 常務執行役員 SCM（生産・物流・

調達）戦略、 

キリンビバレッジ

株式会社生産本部長

横山 清    取締役 

（非常勤）

常務執行役員 メルシャン株式会

社代表取締役社

長・CEO 

佐藤 章    取締役 

（非常勤）

常務執行役員 キリンビバレッジ

株式会社代表取締

役社長 

布施 孝之    取締役 

（非常勤）

常務執行役員 キリンビール株式会

社代表取締役社長 

溝内 良輔  常務執行役員 海外担当（ブラジルキ

リン）、 

グループ提携戦略

担当ディレクター 

   

南方 健志  常務執行役員 グループ経営戦略

担当ディレクター 

 常務執行役員 経営企画部長 

 


