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平成24年２月29日 

各 位 

会 社 名 株式会社アシックス 

代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ  尾山 基 

（コード番号：7936 東証第一部・大証第一部） 

問合せ先 取締役常務執行役員・管理統括部長兼研究部門担当 

佐野 俊之 

                            TEL．(078) 303－2213 

 
 

機構改革および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、中期経営計画「アシックス・グロース・プラン（AGP）2015」に従い、機構改革

および重要な人事異動について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１.機構改革（平成24年４月１日付） 

主要目的 

「アシックス・グロース・プラン（AGP）2015」の基本戦略に従い、世界本社が果たす

べき機能に関する業務と日本国内事業に関する業務を組織的に分離して指揮命令系統

を明確にし、迅速な事業展開を促進する。 

 

主要内容 

（１）商品統括部の組織再編 

・フットウエア統括部をグローバルフットウエア統括部に改称し、ランニング開

発部の傘下にアウトドア開発チームを新設する。 

・アパレル・エクィップメント統括部をグローバルアパレル・エクィップメント

統括部に改称し、各開発部を再編して業務プロセスを標準化する。また、技術

部を再編し、業務内容の明確化と機能強化を図る。 

 

（２）グローバルセールス・マーケティング統括室の組織再編 
・グローバルセールス・マーケティング統括室をグローバルセールス・マーケテ

ィング統括部に改称し、その傘下にマーケティング部を設置する。 
・グローバルセールス・マーケティング統括部の傘下にプロダクトマーケティン

グチーム、オニツカタイガーチームを設置し、日本機能から分離してグローバ

ル機能を強化する。 
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・デザインセンターを社長直轄とし、グローバルセールス・マーケティング統括

部と連携して、デザイン機能を強化する。 
 

（３）管理統括部、社長室の組織再編 
・管理統括部の経理財務部をグローバル経理財務統括部とし、グローバル財務戦

略等を機動的に実施する。 
・管理統括部の法務部、知的財産部、ＣＳＲ推進室、スポーツ工学研究所の安全

品質保証チームを統合し、グローバル法務・コンプライアンス統括部を設置す

る。 
・管理統括部の人事総務部を人事部と総務部に分離し、情報システム部とともに

グローバル管理統括部を設置する。 
・ 社長室広報チームを経営企画室の傘下に移行し、経営戦略に連動した業務体制

をとる。社長室ＩＲチームは、グローバル経理財務統括部の傘下に移行し、機

関投資家への対応を強化する。社長室秘書チームは秘書室として独立し、機能

強化を図る。 
 

（４）アシックスジャパン営業本部の組織再編 
・アシックスジャパン営業本部をアシックスジャパン本部に改称し、日本事業全

体を担う。 
・事業企画統括部を設置し、日本市場・事業に対する戦略企画立案部門とする。 
・法人営業統括部を設置し、企業、団体等への販売を強化する。 
・プロダクトマーケティング統括部を傘下に移行し、日本事業の商品コンセプト・

マーチャンダイジングを立案する。 
・マーケティング統括部内に販売推進部を設置し、営業および販売促進までの連

携を強化する。 
・ マーケティング統括部スポーツプロモーション部をインドアスポーツプロモ

ーション部とフィールドスポーツプロモーション部に分離し、機能強化を図る。 
・ ベースボール事業部の企画開発生産部をアパレル企画開発生産部とシュー

ズ・ＥＱ企画開発生産部に分離し、機能強化を図る。 
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２．取締役執行役員の担当の異動（平成24年４月１日付） 

氏 名 新 旧 
池﨑 俊郎 取締役常務執行役員 

管掌：グローバルフットウエア

統括部、グローバルアパレル・

エクィップメント統括部、スポ

ーツ工学研究所 

取締役常務執行役員 フットウ

エア統括部長 

佐野 俊之 取締役常務執行役員 グローバ

ル法務・コンプライアンス統括

部長 
管掌：グローバル法務・コンプ

ライアンス統括部、グローバル

経理財務統括部 

取締役常務執行役員 管理統括

部長 兼 研究部門担当 

松尾 和人 取締役執行役員 アシックスジ

ャパン本部長 
管掌：アシックスジャパン本部 

取締役執行役員 アシックスジ

ャパン営業本部長 

橋本 幸亮 取締役執行役員 経営企画室長 
兼 グローバル管理統括部長 

管掌：経営企画室、グローバル 
管理統括部、グローバルセール 
ス・マーケティング統括部、ア 
ジア・パシフィック統括室 

取締役執行役員 経営企画室長 

 
３．執行役員の担当の異動（平成24年４月１日付） 

氏 名 新 旧 
加藤 克巳 

 
執行役員 グローバルセール

ス・マーケティング統括部長 
執行役員 グローバルセール

ス・マーケティング統括室長

兼 アシックスジャパン営業本

部リテール統括室長 
稗田 甲二 執行役員 アシックスジャパン

本部 西日本営業統括部長 兼

関西支社長 

執行役員 アシックスジャパン

営業本部 西日本営業統括部長

土方 政雄 

 
 

執行役員 アシックスジャパン

本部 副本部長 兼 マーケテ

ィング統括部長 

執行役員 アシックスジャパン

営業本部 副本部長（企画担当）

兼 マーケティング統括部長 

平本 博 執行役員 アシックスジャパン

本部 副本部長 兼 事業企画

統括部長 

執行役員 アシックスジャパン

営業本部 副本部長（業務担当）
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氏 名 新 旧 
山根 至 執行役員 アシックスジャパン

本部 東日本営業統括部長 兼

東京支社長 

執行役員 アシックスジャパン

営業本部 東日本営業統括部長

兼 東京支社長 兼 ナショナ

ルチェーン営業統括部長 

渡辺 博司 執行役員 アシックスジャパン

本部 プロダクトマーケティン

グ統括部長 兼 アスレチッ

ク・スポーツスタイルプロダクト

マーケティング部長 兼 デザ

インセンター長 

執行役員 プロダクトマーケテ

ィング統括部長 兼 アスレチ

ック・スポーツスタイルプロダ

クトマーケティング部長 兼

デザインセンター長 

 
４．その他重要な異動（平成24年３月１日付） 

氏 名 新 旧 

谷古宇 郁夫 アシックスジャパン営業本部

ベースボール事業部長 兼 ア

シックス東北販売株式会社 代

表取締役社長 

アシックス東北販売株式会社

代表取締役社長 

 

５．その他重要な異動（平成24年４月１日付） 

氏 名 新 旧 
加藤 勲 グローバル経理財務統括部長

兼 経理財務部長 

管理統括部 副統括部長（法

務・経理財務担当）兼 経理財

務部長 

佐藤 明 グローバル管理統括部 人事部

長 

管理統括部 人事総務部人事支

援チームマネジャー 

和田 敏彦 グローバル管理統括部 人事政

策室長 兼 人事部健康推進室

長 

管理統括部 人事総務部健康推

進室長 

山根 正司 グローバル管理統括部 総務部

長 

アジア・パシフィック統括室

業務チームマネジャー 

本間 雄一 グローバル管理統括部 情報シ

ステム部長 

経営企画室 グローバル経営情

報システムチームマネジャー 

吉川 美奈子 グローバル法務・コンプライアン

ス統括部 ＣＳＲ・サスティナビ

リティ室長（兼 ダイバーシティ

推進担当） 

管理統括部 ＣＳＲ推進室長 

パンサール マーク グローバルセールス・マーケティ

ング統括部 副統括部長 兼

マーケティング部長 

グローバルセールス・マーケテ

ィング統括室 副統括室長 
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氏 名 新 旧 
西脇 剛史 スポーツ工学研究所長 スポーツ工学研究所 副所長

兼 機能研究部長 

原野 健一 スポーツ工学研究所 材料研究

部長 

スポーツ工学研究所 材料研究

部材料開発チームマネジャー 

田川 武弘 スポーツ工学研究所 機能研究

部長 

スポーツ工学研究所 機能研究

部運動能力開発チームマネジャ

ー 

小幡 俊夫 グローバルフットウエア統括部

長 

フットウエア統括部 副統括部

長（生産担当）兼 生産管理部

長 

上田 亙 グローバルフットウエア統括部

スポーツスタイル開発部長 

フットウエア統括部 ランニン

グ開発部パフォーマンスランニ

ング開発チームマネジャー 

上野 聖逸 グローバルフットウエア統括部

ウォーキング開発部長 

フットウエア統括部 スポーツ

スタイル開発部長 

能勢 忠敏 グローバルフットウエア統括部

生産管理部長 

フットウエア統括部 品質管理

部長 

岡田 義広 グローバルフットウエア統括部

品質管理部長 

フットウエア統括部 ウォーキ

ング開発部長 

中井 隆平 グローバルフットウエア統括部

カスタム生産部長 

フットウエア統括部 原価資材

部台湾駐在員事務所長 

西谷 透 グローバルアパレル・エクィップ

メント統括部長 

アパレル・エクィップメント統

括部 副統括部長（生産担当）

稲葉 光彦 グローバルアパレル・エクィップ

メント統括部 副統括部長 

管理統括部 副統括部長（人事

総務・貿易管理・業務改革担当）

高倉 正敏 グローバルアパレル・エクィップ

メント統括部 アスレ企画部長 

アパレル・エクィップメント統

括部 開発１部長 

都倉 啓 グローバルアパレル・エクィップ

メント統括部 アスレ開発部長 

アパレル・エクィップメント統

括部 生産部システム生産チー

ムマネジャー 

石井 丈喜 グローバルアパレル・エクィップ

メント統括部 ライフスタイル

企画開発部長 

アパレル・エクィップメント統

括部 開発３部長 

西原 哲也 グローバルアパレル・エクィップ

メント統括部 品質管理・技術部

長 

アパレル・エクィップメント統

括部 技術部長 

久米 勝利 グローバルアパレル・エクィップ

メント統括部 設計・規格部長 

アパレル・エクィップメント統

括部 開発２部長 

針吉 英樹 アシックスジャパン本部 事業

企画統括部 事業企画部長 

管理統括部 人事総務部長 
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氏 名 新 旧 
丸山 博之 アシックスジャパン本部 マー

ケティング統括部 インドアス

ポーツプロモーション部長 

アシックスジャパン営業本部

マーケティング統括部 スポー

ツプロモーション部長 

松下 直樹 アシックスジャパン本部 マー

ケティング統括部 フィールド

スポーツプロモーション部長 

アシックスジャパン営業本部

マーケティング統括部 スポー

ツプロモーション部陸上・ラン

ニングプロモーションチームマ

ネジャー 

西浦 堅二 アシックスジャパン本部 マー

ケティング統括部 販売推進部

長 

アシックスジャパン営業本部

マーケティング統括部 マーケ

ティング部プロダクト推進チー

ムマネジャー 

谷古宇 郁夫 アシックスジャパン本部 ベー

スボール事業部長 

アシックスジャパン営業本部

ベースボール事業部長 兼 ア

シックス東北販売株式会社 代

表取締役社長 

店田 行延 アシックスジャパン本部 ベー

スボール事業部 アパレル企画

開発生産部長 

アシックスジャパン営業本部

ベースボール事業部 企画開発

生産部長 

森 貞樹 アシックスジャパン本部 ベー

スボール事業部 シューズ・ＥＱ

企画開発生産部長 

スポーツ工学研究所 材料研究

部長 

金谷 泰明 アシックスジャパン本部 リテ

ール統括部長 

アシックスジャパン営業本部

西日本営業統括部 関西支社長

佐々木 徹 アシックスジャパン本部 リテ

ール統括部 営業部長 
アシックスジャパン営業本部

西日本営業統括部 関西支社百

貨店販売部長 

大江 隆 アシックスジャパン本部 東日

本営業統括部 東日本営業管理

部長 

アシックス関越販売株式会社出

向 

菅原 喜幸 アシックスジャパン本部 東日

本営業統括部 東日本営業統括

室長 

管理統括部 情報システム部長

中須 一生 アシックスジャパン本部 東日

本営業統括部 東京支社推進室

長 

アシックスジャパン営業本部

東日本営業統括部 東日本営業

統括室販売企画チームマネジャ

ー 

石田 昌也 アシックスジャパン本部 ナシ

ョナルチェーン営業統括部長 

アシックスジャパン営業本部

ナショナルチェーン営業統括部

ナショナルチェーン販売部長 
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氏 名 新 旧 
三浦 豊篤 アシックスジャパン本部 ナシ

ョナルチェーン営業統括部 ナ

ショナルチェーン販売部長 

アシックスジャパン営業本部

ナショナルチェーン営業統括部

ナショナルチェーン販売部第１

販売チームマネジャー 

河上 充宏 アシックスジャパン本部 西日

本営業統括部 関西支社百貨店

販売部長 

アシックスジャパン営業本部

西日本営業統括部 関西支社チ

ェーンスポーツ・ライフスタイ

ル販売部長 

深尾 忠央 アシックスジャパン本部 西日

本営業統括部 関西支社チェー

ンスポーツ・ライフスタイル販売

部長 

アシックスジャパン営業本部

ベースボール事業部長付 

中村 忠史 アシックスジャパン本部 法人

営業統括部長 

アシックス関越販売株式会社

代表取締社長 

田中 久雄 アシックスジャパン本部 法人

営業統括部 東京法人営業部長 

アシックスジャパン営業本部

東日本営業統括部 東京支社法

人営業部長 

永山 秀一 アシックスジャパン本部 法人

営業統括部 関西法人営業部長 

アシックスジャパン営業本部

西日本営業統括部 関西支社法

人営業部長 

 

以上 


