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2019年 3月 1日 

                                            株式会社ワコールホールディングス                                                           

 

ワコールグループ 組織改編と人事異動のお知らせ 
 

2019年4月1日付で、下記のとおり、組織改編および人事異動を行いますのでお知らせします。 

 

記 

 

1. 組織改編 

 

(1) 株式会社ワコールの組織体制 

 

① 卸売事業本部 

 「ワコール」や「ウイング」等のブランドの垣根を越えて、流通チャネルを横断した統合的なマーケティング活動を強

化することをねらいに、ワコールブランドマーケティング企画部をマーケティング企画部に名称を変更する。 

 チェーンストア販売統括部の下に戦略企画部を新設し、全国量販店得意先のマーケティング施策やMD計画

を統括する機能を高め、販売部門と戦略企画部門が一体となって事業効率の向上を図る。これまでチェーン

ストアマーケティング部が担っていたMD計画機能を、この戦略企画部に移管することから、チェーンストアマーケ

ティング部は解消する。 

 レディスインナーウェア以外の商品強化、マチュア・シニア世代の顧客との関係強化、生産機能の統合による効

率化を目的に、パーソナルウェア商品営業部、グッドエイジ営業部、ワコールブランドインナーウェア商品統括部

の開発商品部で担当するレッグ商品の企画機能を統合し、パーソナルウェア営業部として再編する。 

 ワコールブランドインナーウェア商品統括部の開発商品部で担当している、ニット・ショーツ商品の企画機能をワ

コールブランドインナーウェア商品統括部の商品営業部に、メンズインナーウェア商品の企画機能をメンズインナ

ー商品営業部に、それぞれ移管し開発商品部は解消する。 

 

② 小売事業本部 

 さらなる売上拡大と収益性の向上を実現するため、販売体制をエリア別からビジネスモデル別に見直しを行う。

販売統括部の下に、アンフィ ショップを担当するSPA販売部と、ワコール ザ ストア、ブララ ショップ、ワコール フ

ァクトリー ストアを担当するセレクトストア営業部を新設し、再編する。 



 2 

 

2. 人事異動 

 

(1) 株式会社ワコールホールディングス 

 

① 部長の人事 

 

  氏名 新役職名 現役職名 

鳥屋尾 優子 ダイバーシティ・グループ人事支援室長 ダイバーシティ・グループ人事支援室 

副室長 

廣川 一郎 監査室長 ㈱ワコール 卸売事業本部 

事業統括部 東日本事業管理部長 

合計2名 

 

(2) 株式会社ワコール 

 

① 取締役の人事 

 

氏名 新役職名 現役職名 

山口 雅史 取締役 副社長執行役員 

管理部門担当 

取締役 副社長執行役員 

管理部門担当 兼 人事総務本部長 

今泉 英彦 取締役 専務執行役員 

小売事業本部長 

取締役 常務執行役員 

小売事業本部長 

葛西 順子 取締役 執行役員 

ワコールアイネクスト㈱代表取締役社長 

取締役 執行役員 

ダイバーシティ推進担当 兼 

ワコールアイネクスト㈱代表取締役社長 

長谷川 貴彦 取締役 執行役員（新任） 

人事総務本部長 兼 人事部長 

執行役員 

人事総務本部 人事部長 

芝原 和宏 取締役 執行役員（新任） 

技術・生産本部長 

執行役員 

技術・生産本部長 

合計5名 
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② 執行役員の人事 

 

氏名 新役職名 現役職名 

小玉 克也 常務執行役員 

卸売事業本部 東日本販売統括部長 

執行役員 

卸売事業本部 東日本販売統括部長 

重本 真宏 執行役員 卸売事業本部 

事業統括部長 兼 事業管理部長 兼 

西日本事業管理部長 

執行役員 卸売事業本部 

事業統括部長 

堤 幸信 執行役員（新任）卸売事業本部 

チェーンストア販売統括部長 

卸売事業本部 

チェーンストア販売統括部 関東店長 

石島 盛人 執行役員（新任）卸売事業本部 

西日本販売統括部長 

卸売事業本部 

チェーンストアマーケティング部長 

合計4名 

 

③ 部長の人事 

 

氏名 新役職名 現役職名 

井上 博文 卸売事業本部 

百貨店販売統括部 首都圏店長 

卸売事業本部 

百貨店販売統括部 西日本担当店長 

小沢 政明 卸売事業本部 

百貨店販売統括部 西日本店長 

卸売事業本部 

チェーンストア販売統括部 中部東海店長 

古田 泰嗣 卸売事業本部 

百貨店販売統括部 戦略企画部長 

総合企画室 

マーケティングコミュニケーション部長 

佐藤 光洋 卸売事業本部 

チェーンストア販売統括部 関東店長 

卸売事業本部 

西日本販売統括部 福岡店 

近藤 義和 卸売事業本部 

チェーンストア販売統括部 中部東海店長 

卸売事業本部 

百貨店販売統括部 首都圏担当店 

久保 雅彦 卸売事業本部 

チェーンストア販売統括部 戦略企画部長 

㈱ルシアン 取締役 

インナー事業統括部長 

杉山 寿夫 卸売事業本部  

東日本販売統括部 札幌店長 兼  

㈱ワコールミネット代表取締役社長（就任予定） 

卸売事業本部  

東日本販売統括部 札幌店長 
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芝宮 利明 卸売事業本部 

西日本販売統括部 西日本店長 

卸売事業本部 

百貨店販売統括部 首都圏担当店長 

大原 誠 卸売事業本部 

ワコールブランドインナーウェア商品統括部 

プレステージ営業部長 

卸売事業本部 

ワコールブランドインナーウェア商品統括部 

商品営業部 

上野 顕之 卸売事業本部  

ウイングブランドインナーウェア企画商品部長 

㈱ピーチ・ジョン 

代表取締役社長 

酒井 信吾 卸売事業本部 

パーソナルウェア営業部長 

卸売事業本部 

グッドエイジ営業部長 

坂井 恒夫 卸売事業本部 

ファミリーウェア商品営業部長 

卸売事業本部  

ウイングブランドインナーウェア企画商品部 

新瀬 幸司 卸売事業本部 

マーケティング企画部長 

卸売事業本部 

ワコールブランドマーケティング企画部長 

木田 浩司 卸売事業本部  

事業統括部 東日本事業管理部長 

卸売事業本部  

事業統括部 西日本事業管理部長 

芥川 政士 小売事業本部  

販売統括部 SPA販売部長 

小売事業本部  

販売統括部 販売部長 

田中 慎也 小売事業本部  

販売統括部 セレクトストア営業部長 

小売事業本部  

販売統括部 ファクトリーストア営業部長 

村上 浩樹 技術・生産本部 

技術部長 

北陸ワコール縫製㈱ 

代表取締役社長 

牧 哲朗 技術・生産本部 

事業管理部長 

㈱ルシアン 取締役 

瀬下 聖一 総合企画室 

マーケティングコミュニケーション部長 

卸売事業本部 

百貨店販売統括部 戦略企画部 

阪路 禎二 知的財産部長 卸売事業本部 

ファミリーウェア商品営業部長 

福田 康二 ダイレクトマーケティング事業管理部長 卸売事業本部 

事業統括部 事業管理部長 

深沢 信介 人事総務本部 

西日本人事総務部長 

人事総務本部  

人事部 

合計22名 
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(3) 株式会社ワコール以外の関係会社 

 

氏名 新役職名 現役職名 

杤尾 学 ㈱ピーチ・ジョン 

代表取締役社長（就任予定） 

中国ワコール㈲  

董事 兼 副総経理 

三條場 周太 ㈱ランジェノエル 

代表取締役社長（就任予定） 

㈱ワコール 卸売事業本部 

西日本販売統括部 西日本担当店長 

小谷 淳 ワコール流通㈱ 

代表取締役社長（就任予定） 

㈱ワコール 執行役員 卸売事業本部 

チェーンストア販売統括部長 

岩岡 高志 ワコールサービス㈱ 

代表取締役社長（就任予定） 

ワコール流通㈱  

守山流通センター長 

西村 智徳 北陸ワコール縫製㈱ 

代表取締役社長（就任予定） 

㈱ワコール 卸売事業本部  

ワコールブランドインナーウェア商品統括部 

開発商品部長 

米川 健彦 ㈱ワコールインターナショナルホンコン 

代表取締役社長（就任予定） 

㈱ワコール 卸売事業本部  

ワコールブランドインナーウェア商品統括部  

プレステージ営業部長 

小宮 大典 ㈱Ｇテックマテリアル 

代表取締役社長（就任予定） 

㈱ワコールインターナショナルホンコン 

代表取締役社長 

合計7名 

 

※ 関係会社の取締役の異動については、各関係会社の株主総会および株主総会終了後の取締役会において

決定する予定です。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

株式会社ワコールホールディングス IR・広報室（担当：小野、小松原） 

電話：（075）682‐1028 


