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機構改革と人事異動のお知らせ 

株式会社アシックス（本社：神戸市、代表取締役社長 COO：廣田康人）は、

下記のとおり機構改革と人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

 

１）機構改革（２０２０年１月１日付） 

①「法務・コンプライアンス統括部」の組織変更について 

a. 法務部をコーポレート法務部とビジネス法務部に分割し、コンプライアン

ス、危機管理等のコーポレート業務に関する経験を蓄積する組織を作る。 

②「人事総務統括部」の組織変更について 

a. アシックスジャパン株式会社 人事部を株式会社アシックス 人事総務統括部

に統合し、株式会社アシックス・アシックスジャパン株式会社間のシームレ

スな人事異動および業務効率化を実現する。 

b. グローバル人事部を解消し、機能ごとに業務を再編する。 

c. グローバルの報酬制度・人員管理および国内人事制度設計を担う、人事企画

部を新設する。 

d. 人事オペレーション部を新設し、株式会社アシックス・アシックスジャパン

株式会社の人事オペレーションの標準化・安定化・効率化を推進する。 

③「マーケティング統括部」の組織変更について 

a.社長直下であった「ブランド戦略室」を、部署として「マーケティング統括

部」傘下に統合する事で、カテゴリーマーケティング部との連携を強化す

る。 

b.アシックスグループ内のマーケティングプランニングプロセスを改善するた

めに「マーケティングオペレーション部」を新設する。ブランド戦略部とカ

テゴリーマーケティング部と連携し、マーケティングプロセスの向上、予算

の効率化を図る。 

④「地域戦略統括部 欧州中東アフリカ地域、ホグロフス部」の名称について 

a.ホグロフスは欧州地域に含まれるため、名称を「欧州中東アフリカ地域部」

に変更する。 

⑤「アパレル・エクィップメント統括部」の組織変更について 

a .カテゴリー体制の推進に伴い、アシックスジャパン株式会社 アスレチック

ビジネスプランニング統括部「アパレル・エクィップメント開発生産部」を
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アパレル・エクィップメント統括部に移管し、「開発生産 2 部」を新設す

る。これに伴い、アパレル・エクィップメント統括部「開発生産部」の名称

を「開発生産 1 部」に変更する。 

⑥「パフォーマンスランニングフットウエア統括部」の組織変更について 

a.カテゴリーにおける事業戦略とマーケティング戦略をより専門的に立案でき

る様、カテゴリー戦略部からカテゴリーマーケティング部を独立させる。特

にカテゴリーマーケティング部は、商品の企画段階から他のカテゴリーのマ

ーケティング部門と横連携して戦略立案することを重視して行く。 

⑦「キッズプロダクト部」の新設について 

a.フットウエアカテゴリーのキッズシューズを強化するため、「キッズプロダ

クト部」を新設する。 

⑧「スポーツ工学研究所」の組織変更について 

a.将来に向けた研究戦略の立案と研究成果の戦略的 PR の推進のため「研究戦

略部」を新設する。 

b.健康推進とパフォーマンス向上を目指した革新的なサービス・トレーニング

手法の確立、および、デジタルデバイスを活用した価値の創出するため「ス

ポーツコンテンツ研究部」を新設する。 

⑨「フットウエア生産統括部」の組織変更について 

a.SCM 部と原価チームをフットウエア生産統括部の傘下にしソーシング、生

産管理、原価管理の最適化、業務効率、スピード化を実現する。 

⑩「ＤＴＣ統括部」の組織変更について 

a.マーチャンダイジング・マーケティング・店舗環境を統合し顧客体験を最大

化するため、カスタマーエクスペリエンスデザイン部をマーチャンダイジン

グ部に統合する。 

⑪「ウォーキング統括部」の組織変更について 

a.顧客ニーズに合わせたスピーディな意思決定と役割の明確化を目的とし、事

業戦略の早期実現を図るため企画開発、生産の機能を分割し「ウォーキング

企画開発部」と「ウォーキング生産部」を新設する。 

⑫「事業推進統括部」の新設について 

a.スポーツ関連事業に関する開発を統合する部署として、スポーツ工学研究所

より「インキュベーション機能推進部」を移管し、「インキュベーション

部」を新設する。 

b.スポーツコンプレックス事業運営を担う部門として、「スポーツコンプレッ

クス部」を新設する。 

c.アシックスヘルスケアチェック事業運営を担う部門として、「ヘルスチェッ

ク営業部」を新設する。 

d.スポーツ関連事業に関するオペレーション業務を担う部署として、「事業オ

ペレーション部」を新設する。 
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２）新任執行役員（２０２０年１月１日付） 

氏名 新職 旧職 

カーステン・

ウンベハウン 

執行役員 

アシックスヨーロッパ

B.V. CEO 

ホグロフス AB CEO 

 

３）人事異動（２０２０年１月１日付） 

氏名 新職 旧職 

駿河 政孝 内部監査室長 経理財務統括部 購買部

長 

園部 正歩 法務・コンプライアン

ス統括部 コーポレー

ト法務部長 

法務・コンプライアンス

統括部 法務部長 

和泉 絵里子 法務・コンプライアン

ス統括部 ビジネス法

務部長 

法務・コンプライアンス

統括部 法務部 法務チ

ーム マネジャー 

秋山 大介 経理財務統括部 業績

管理部長 

経理財務統括部 業績管

理部 業績管理チーム 

マネジャー 

楯川 恭子 経理財務統括部 購買

部長 

経理財務統括部 経理部 

経理チーム マネジャー 

水本 貴博 ＩＴ統括部 グローバ

ルサプライチェーンイ

ンフォメーション部長 

兼 コーポレートシス

テム部長 

ＩＴ統括部 グローバル

サプライチェーンインフ

ォメーション部長 

エドウィン・

イデマ 

ＩＴ統括部 グローバ

ルインフラストラクチ

ャーセキュリティ部長 

アシックスヨーロッパ

B.V.  

Director of ICT & General 

Affairs 

中野 修 人事総務統括部 人事

企画部長 

人事総務統括部 

人財開発部長 

グレゴリー・

マクギリガン 

人事総務統括部 人財

開発部長 

人事総務統括部 

グローバル人事部長 

野津 義和 人事総務統括部 人事

オペレーション部長 

アシックスジャパン株式

会社 人事総務統括部 

人事部長 
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キム・デーチ

ョル 

マーケティング統括部 

マーケティングオペレ

ーション部長 

マーケティング統括部長

付 

田口 陽太朗 執行役員 

地域戦略統括部長 兼 

日本アジア大洋州地域

部長 

兼 欧州中東アフリカ

地域部長 

地域戦略統括部 副統括

部長 兼 日本アジア大

洋州地域部長 

塩谷 真宏 アパレル・エクィップ

メント統括部 開発生

産 2 部長 

アパレル・エクィップメ

ント統括部長付 

中村 純也 パフォーマンスランニ

ングフットウエア統括

部 カテゴリー戦略部

長 

パフォーマンスランニン

グフットウエア統括部 

カテゴリー戦略部 戦略

チーム マネジャー 

サム・チュウ パフォーマンスランニ

ングフットウエア統括

部 カテゴリーマーケ

ティング部長 

パフォーマンスランニン

グフットウエア統括部 

カテゴリー戦略部長 

 

臼木 章 パフォーマンスランニ

ングフットウエア統括

部 開発部長 兼 マ

ーチャンダイジング部

長 

パフォーマンスランニン

グフットウエア統括部 

開発部長 
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斉藤 建太郎 スポーツスタイルフッ

トウエア統括部 開発

部長 

スポーツスタイルフット

ウエア統括部 カテゴリ

ー戦略部 戦略チーム 

マネジャー 

椎名 一平 キッズプロダクト部長 パフォーマンスランニン

グフットウエア統括部 

開発部 シルバーランニ

ング開発チーム マネジ

ャー 

森 洋人 スポーツ工学研究所 

研究戦略部長 

スポーツ工学研究所 技

術戦略チーム マネジャ

ー 

田川 武弘 スポーツ工学研究所 

アパレル・エクィップ

メント機能研究部長 

兼 スポーツコンテン

ツ研究部長 

スポーツ工学研究所 ア

パレル・エクィップメン

ト機能研究部長 

北原 英明 フットウエア生産統括

部 ＳＣＭ部長 

ＳＣＭ推進部長 

中田 善隆 フットウエア生産統括

部 原価資材部長 

フットウエア生産統括部

長付 中国本部担当部長 

兼 資材管理部長 

松田 伸司 フットウエア生産統括

部 生産管理部長 

フットウエア生産統括部 

統括推進部長 

杉山 裕哉 ＤＴＣ統括部 リテー

ル部長 

ＤＴＣ統括部 リテール

部 リテールオペレーシ

ョンチーム マネジャー 

村岡 秀俊 オニツカタイガーカン

パニー マーケティン

グ部長 

オニツカタイガーカンパ

ニー  

マーケティング部 トレ

ードマーケティングチー

ム マネジャー 兼 プ

ロダクトマーケティング

チーム マネジャー 

上野 聖逸 ウォーキング統括部 

ウォーキング企画開発

部長 

スポーツスタイルフット

ウエア統括部 開発部長 
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光嶋 孝 ウォーキング統括部 

ウォーキング生産部長 

ウォーキング統括部 ウ

ォーキング企画開発生産

部長 

森川 貴史 事業推進統括部 事業

オペレーション部長 

アパレル・エクィップメ

ント統括部 カテゴリー

戦略部 事業推進チーム 

マネジャー 

勝 真理 事業推進統括部 イン

キュベーション部長 

スポーツ工学研究所 イ

ンキュベーション機能推

進部長 

松田 卓巳 事業推進統括部 スポ

ーツコンプレックス部

長 

スポーツコンテンツデザ

イン部長 

小川 博之 事業推進統括部 ヘル

スケアチェック営業部

長 

アシックスジャパン株式

会社 

ベースボール事業部 営

業部門統括担当 兼 東

日本営業部長 

蔭山 広明 事業推進統括部 事業

開発部長 

事業開発部長 

 

３）人事異動（２０２０年 2 月１日付） 

氏名 新職 旧職 

畑澤 信幸 アパレル・エクィップ

メント統括部 開発生

産 1 部長 

江蘇愛世克私有限公司 

出向（副総経理） 

 


