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２０２０年３月３０日 

 

人事異動のお知らせ 

 

宝酒造株式会社では、２０２０年４月１日付で次の通り人事異動をおこないます。 

 

【人事異動】 

 

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名 

戦略企画部長付コストダウ

ン推進担当部長（本社部長

待遇） 

業務用営業部長  奥橋 瑞登 

戦略企画部戦略企画課長 ブランド戦略部企画課長  池田 孝幸 

戦略企画部コストダウン推

進課長 
SCM部企画課長  田崎 修平 

戦略企画部コストダウン推

進課専門部長 
技術・供給本部専門部長  岡田 正文 

戦略企画部コストダウン推

進課専門課長（次長待遇） 

東北支社企画室管理担当

次長兼企画課専任課長 
 青木 忠 

戦略企画部予算管理課次

長 

調味料・酒精企画部調味

料・酒精企画課次長 
 間 慎一郎 

総務人事部専門課長 総務人事部専任課長  臼井 茂樹 

 技術・供給本部副本部長 SCM部長 大槻 達也 

SCM部副部長  
SCM部品質管理課

長 
吉川 哲央 

SCM部副部長  
SCM部調達生産課

長 
安村 顕 

SCM部品質管理課専門課

長（次長待遇） 

調味料開発部調味料商品

開発課次長 
 髙倉 裕 
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松戸工場生産管理部製造

課長 

松戸工場生産管理

部長 
光田 浩之 

松戸工場生産管理部製造

課長 

宝酒造食品有限公司（専

任課長待遇） 
 辻 大介 

楠工場工場管理課次長 

宝ホールディングス㈱経

理・シェアードサービス部人

事支援課次長兼人事部キ

ャリア支援センター長 

 野村 直史 

伏見工場生産技術部品質

管理課長 

松戸工場生産技術部品質

管理課専任課長 
 川島 紀慶 

白壁蔵生産課長 米国宝酒造（課長待遇）  山内 政宗 

商品第一部副部長兼ソフ

アル課長 

商品部蒸留酒グループソフ

アル課長 
 塩野 憲司 

商品第一部専門課長 
商品部蒸留酒グループ専

門課長 
 宇留野 晋 

商品第一部専門課長 
商品部蒸留酒グループ専

門課長 
 清水 講平 

商品第一部蒸留酒課長 
商品部蒸留酒グループ蒸

留酒課長 
 髙井 晋理 

商品第一部蒸留酒課技術

担当課長 
蒸留技術部蒸留酒課長  髙橋 悠典 

商品第一部ソフアル課技

術担当課長 
蒸留技術部ソフアル課長  大﨑 学 

商品第二部上級専門部長 
調味料・酒精事業本部副

本部長兼調味料開発部長 
 田熊 克彦 

商品第二部副部長兼醸造

酒課長 
商品部醸造酒グループ長  橋本 倫徳 

商品第二部専門部長 
商品部蒸留酒グループ輸

入酒担当専門部長 
 中川 裕之 

商品第二部専門課長 
商品部醸造酒グループ専

門課長 
 古谷 智彦 

商品第二部醸造酒課専門

課長 

商品部醸造酒グループ醸

造酒課専門課長 
 田和 綾子 

商品第二部醸造酒課技術

担当課長 
醸造技術部醸造酒課長  岩﨑 健祐 



商品第二部調味料課長 
商品部醸造酒グループ調

味料課長 
 長嶺 清司 

商品第二部調味料課技術

担当課長 
醸造技術部調味料課長  畑 千嘉子 

商品第二部東日本調味料

カスタマーセンター長 

調味料開発部東日本調味

料カスタマーセンター長 
 田中 美樹 

商品第二部東日本調味料

カスタマーセンター専門課

長 

調味料開発部西日本調味

料カスタマーセンター専門

課長 

 石田 丈博 

商品第二部西日本調味料

カスタマーセンター長 

調味料開発部西日本調味

料カスタマーセンター長 
 山内 文子 

商品第三部副部長兼販促

企画課長 

家庭用営業部副部長兼家

庭用管理課長 
 前田 晃宏 

商品第三部副部長兼宣伝

課長 

商品部企画宣伝グループ

長 
 高野 一郎 

商品第三部宣伝課専門課

長 

商品部企画宣伝グループ

専門課長 
 関 幸雄 

研究開発センター副センタ

ー長（専門部長待遇） 

研究開発センター長(本社

部長待遇)兼研究開発課長 

研究開発センター特

許課長 
柿本 尚宏 

営業部長付担当部長（本

社部長待遇） 

流通管理部長兼営業革新

担当部長 
 松下 忠重 

営業部副部長兼営業第三

課長 

調味料・酒精営業部副部

長兼調味料・酒精営業管

理課長 

 杉本 隆之 

営業部副部長 
ブランド戦略部副部長兼ブ

ランド戦略課長 
 堤野 正嗣 

営業部副部長 
業務用営業部副部長兼業

務用企画課長 
 大谷 文久 

営業部副部長兼営業第一

課長 

酒類統括営業部営業管理

課長 
 宇野 浩幸 

営業部営業第二課長 
酒類統括営業部営業企画

課長 
 谷 重崇 

営業部営業第二課専門部

長 
流通管理部副部長  藤田 照人 

営業部営業第二課専門部

長 

流通管理部流通管理課次

長 
 木虎 泰久 

営業部営業第三課専門課

長 

調味料・酒精企画部調味

料・酒精販売促進課専門

課長 

 木田 庸介 



 
北海道支社販売第一支店

長 

北海道支社副支社

長兼企画室長 
折橋 孝典 

北海道支社企画室管理担

当課長兼企画課専任課長 

京滋北陸支社業務用支店

長 
 渡邉 孝充 

北海道支社販売第一支店

長 
広域流通部第二支店長  須田 富士夫 

東北支社副支社長兼企画

室長 

関信越支社北関東第一支

店長（次長待遇） 
 古川 武彦 

東北支社企画室管理担当

次長兼企画課専任課長 
関信越支社長野支店長  長谷川 敬三 

東北支社販売第二支店長 
首都圏支社販売第一統括

部第二支店長 
 菊地 信一 

東北支社販売第二支店専

門部長 

東北支社販売第二支店専

門課長 
 吉田 武 

東北支社販売第三支店長 
広域流通部第一支店専任

課長 
 久保 昇平 

首都圏支社副支社長 
西関東支社副支社長兼企

画室長 
 柴田 栄晴 

首都圏支社企画室長（支

社部長待遇） 

首都圏支社販売第一統括

部第一支店長（次長待遇） 
 村川 信夫 

首都圏支社管理部管理課

専門部長 

関信越支社業務用支店専

門部長 
 鈴木 賢一 

首都圏支社広域販売統括

部専門部長 
広域業務用本部長付部長  阿部 俊彦 

首都圏支社販売第一統括

部第一支店長 

商品部醸造酒グループ醸

造酒課長 
 廣石 荘介 

首都圏支社販売第一統括

部第二支店長（課長待遇） 

首都圏支社販売第一統括

部第三支店専任課長 
 金田 昌也 

首都圏支社販売第二統括

部第一支店長 

西日本支社中国四国販売

統括部中国第二支店長 
 中川 裕 

首都圏支社販売第二統括

部第二支店専門課長 

首都圏支社企画室企画課

専門課長 
 竹村 直之 

首都圏支社販売第二統括

部千葉支店専門課長 

首都圏支社広域販売統括

部専任課長 
 岡本 伸也 

西関東支社副支社長兼企

画室長 

東北支社販売第三支店長

（次長待遇） 
 秋野 崇 

西関東支社企画室管理担

当課長兼企画課専任課長 
楠工場工場管理課長  梅田 祐司 



西関東支社販売第一支店

専門部長 
戦略企画室副部長  三木 宏一 

西関東支社販売第三支店

長（課長待遇） 

首都圏支社販売第二統括

部千葉支店専門課長 
 寺町 敏 

西関東支社業務用支店専

門部長 

西関東支社業務用支店専

門課長 
 梅村 忠 

関信越支社北関東第一支

店長（課長待遇） 

関信越支社北関東第一支

店専任課長 
 本多 武史 

関信越支社北関東第一支

店専門部長 

㈱トータルマネジメントビジ

ネス（副部長待遇） 
 西村 俊毅 

関信越支社長野支店長 東海支社販売第一支店長  西川 直樹 

関信越支社業務用支店専

門課長 

関信越支社業務用支店専

任課長 
 日野 博憲 

東海支社販売第一支店長 
首都圏支社販売第二統括

部第一支店長 
 福嶋 康二 

東海支社販売第三支店長 
西日本支社関西販売統括

部第四支店長 
 田中 公一 

東海支社業務用支店長 東海支社販売第三支店長  松原 朋久 

京滋北陸支社販売第一支

店専門部長 

東海支社販売第三支店専

門部長 
 岩井 紀夫 

京滋北陸支社業務用支店

長 
東海支社業務用支店長  溝口 秀昭 

西日本支社副支社長 首都圏支社副支社長  栗山 晋 

 
西日本支社管理部長兼管

理課長 

西日本支社企画室

長（支社部長待遇） 
井上 善能 

西日本支社企画室企画課

次長 

西日本支社企画室企画課

長 
 藤井 順久 

西日本支社管理部長（支

社部長待遇）兼管理課長 

大平印刷㈱取締役（副部

長待遇） 
 久保田 哲也 

西日本支社関西販売統括

部第二支店専門課長 

九州支社販売第四支店専

門課長 
 小林 義浩 

西日本支社関西販売統括

部第四支店長 

西関東支社販売第三支店

長 
 浮田 智史 

西日本支社関西販売統括

部第四支店専門課長 

西日本支社関西販売統括

部第一支店専門課長 
 辻村 優 



西日本支社中国四国販売

統括部中国第二支店長

（課長待遇） 

西日本支社中国四国販売

統括部中国第一支店専任

課長 

 中根 泰輔 

 
九州支社販売企画室長兼

第四支店長 
九州支社副支社長 大西 正起 

九州支社企画室長（支社

部長待遇）兼企画課長 

家庭用営業部副部長兼家

庭用企画課長、交通市場

担当課長 

 久保 一紀 

九州支社販売第四支店長

（次長待遇） 
九州支社企画室企画課長  浅田 隆 

九州支社販売第四支店専

門課長 

九州支社販売第四支店専

任課長 
 水谷 哲也 

 広域流通部第四支店長 広域流通部副部長 池谷 俊之 

広域流通部第二支店長

（次長待遇） 

広域流通部関東支店長

（課長待遇） 
 森本 朋博 

広域流通部第四支店長

（課長待遇） 

広域流通部第四支店専門

課長 
 遠藤 敦 

広域流通部関東支店長

（課長待遇） 

広域流通部第一支店専任

課長 
 中島 博之 

広域業務用販売部東日本

支店専門課長 

広域業務用販売部東日本

支店専任課長 
 清原 光雄 

調味料西日本販売部長付

次長 

調味料・酒精企画部調味

料・酒精販売促進課次長 
 野池 利彰 

酒精販売部専門部長 関信越支社長  小原 伸吾 

酒精販売部副部長  
酒精販売部酒精販

売支店長 
阪本 信一 

酒精販売部酒精販売支店

専門部長 

酒精販売部酒精販売支店

専門課長(次長待遇) 
 奥田 真也 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

宝ホールディングス株式会社 広報課：075-241-5122（京都）／03-3278-8460（東京） 

 

 


