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イフコ・ジャパン株式会社、イフコ・オリコン株式会社 代表取締役交代に関するお知らせ 
 
イフコ・ジャパン株式会社 並びに イフコ・オリコン株式会社（いずれも本社：東京都港

区）は、2023 年 2 月 6 日付けで、代表取締役社長 岡田 昌士 が退任し、後任として 遠藤 

康太郎（えんどう こうたろう）が就任することをお知らせします。 
 
 
新任代表取締役の略歴 
遠藤 康太郎 
1987 年 4 月 サントリー株式会社 入社 
1997 年５月 バドワイザージャパン 入社 
2012 年４月 シック・ジャパン株式会社 営業本部長 
2015 年 12 月 コカ・コーライーストジャパン株式会社  

常務取締役 マーケティング統括部長  
2020 年１月   コカ・コーラ カスタマーマーケティング株式会社  

代表取締役副社長 
 
 
新社長よりご挨拶 
お世話になっております。 
平素より イフコ・ジャパン株式会社、イフコ・オリコン株式会社のコンテナーをご利用いた

だき誠にありがとうございます。 
 
このたび、岡田 昌士の後任として、代表取締役社長に就任いたしました遠藤康太郎でござい

ます。 
 
２月６日より社長の重責を担い身が引き締まる思いではありますが、真のサスティナビリティ

と収穫から販売に携わる皆様、消費者の皆様の為の最適な流通に貢献し、さらなる成長を実現

いたします。 
 
皆様の御期待に沿えますよう、共に成長するために、私自身全力を尽くしてまいる所存でござ

います。弊社に対するさらなるご指導ご高配を賜りますよう何卒お願い申し上げます。 
 
遠藤 康太郎 
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IFCO Japan Co., Ltd., IFCO Oricon Co., Ltd. Notice of Change of Representative Director 
 
IFCO Japan Co., Ltd. and his IFCO Oricon Co., Ltd. (both headquartered in Minato-ku, Tokyo) 
announced that on February 6, 2023, Masashi Okada, the president and CEO, will resign, and 
Kotaro Endo will succeed him. Kotaro) will be appointed. 
 
 
Career of the new president 
Kotaro Endo 
April 1987  Joined Suntory Limited 
May 1997  Joined Budweiser Japan 
April 2012 Schick Japan Co., Ltd.  Sales Director 
December 2015  Coca-Cola East Japan Co., Ltd. 

Managing Director, General Manager of Marketing Division 
January 2020 Coca-Cola Customer Marketing Co., Ltd. 

Representative Director and Executive Vice President 
 
 
 
Greeting from the new president 
First of all, I would like to extend sincere thanks to all customers for using containers of IFCO 
Japan Co., Ltd. and IFCO Oricon Co., Ltd.. 
 
I am Kotaro Endo, and I have succeeded Mr. Masashi Okada as President. 
 
From February 6th, I will take on the responsibility of the president, and I am pleased to be 
engaged in the significant, challenging, and exciting role.  
 
I intend to contribute to the realization of true sustainability through the optimal distribution 
for every customer involved in harvesting and the sales at stores, as well as for consumers, 
along with it, to achieve the further growth of our companies. 
 
I’m willing to do my best, hence, I sincerely ask for the great support of yours in order for us 
to realize the further collaboration and growth.  
 
Sincerely Yours, 
Kotaro Endo  
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