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会 社 名   株式会社ワコールホールディングス 

代表者名   代表取締役 社長執行役員 安原 弘展 

（コード番号  3591 東証第1部） 

問合せ先   執行役員 経営企画部長 廣岡 勝也 

（TEL.075-682-1010） 

 

役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、下記のとおり、2022 年 6 月に開催予定の定時株主総会日付の役員人事を内定し、また

2022年4月1日付の執行役員人事を決定いたしました。なお、2022年6月に開催予定の定時株主

総会日付の役員人事につきましては、当該定時株主総会およびその後の取締役会において正式に

決定いたします。 

記 
 

１． 昇任（2022年6月に開催予定の定時株主総会日付） 

氏名 新職 現職 

宮城 晃 取締役 副社長執行役員 

グループ管理統括担当 

取締役 常務執行役員 

グループ管理統括担当 

 

２． 新任（2022年6月に開催予定の定時株主総会日付） 

氏名 新職 現職 

矢島 昌明 取締役 常務執行役員 

グローバル本部長 

 

執行役員 グループ国際事業担当 

(株)ワコール 取締役 常務執行役員 

グローバル本部長 

 

３． 執行役員人事（2022年4 月 1 日付） 

氏名 新職 現職 

加茂下 泰生 執行役員（新任）グループ品質保証担当 兼  

サスティナビリティ推進担当 

(株)ワコール 取締役 常務執行役員 

管理担当 

(株)ワコール 取締役 常務執行役員 

総合企画室長 

篠塚 厚子 執行役員（新任） 

グループDXマーケティング担当 

(株)ワコール 執行役員 

イノベーション戦略室長 

芝原 和宏 

 

執行役員 

グループ技術生産担当 兼 知的財産担当 

(株)ワコール 取締役 執行役員 

技術・生産本部長 

執行役員 

グループ技術生産担当 

(株)ワコール 取締役 執行役員 

技術・生産本部長 

 以 上 



【ご参考】 

2022年4月1日 付および 2022年6月開催予定の定時株主総会日付の役員体制について 

 

１． 取締役 

氏名 2022年 4月1日付 定時株主総会日付 

塚本 能交 代表取締役 会長 ―（※1） 

安原 弘展 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 社長執行役員 

伊東 知康 取締役 副社長執行役員 

(株)ワコール  

代表取締役 社長執行役員 

代表取締役 副社長執行役員 

(株)ワコール  

代表取締役 社長執行役員 

宮城 晃 取締役 常務執行役員 

グループ管理統括担当 

取締役 副社長執行役員 

グループ管理統括担当 

矢島 昌明 グローバル本部長 

(株)ワコール 取締役 常務執行役員 

取締役 常務執行役員  

グローバル本部長（※2） 

黛 まどか 取締役 ※3 取締役 ※3 

齋藤 茂 取締役 ※3 取締役 ※3 

岩井 恒彦 取締役 ※3 取締役 ※3 

※1 名誉会長に就任  

※2 2022年6月開催予定の㈱ワコール定時株主総会日付で㈱ワコール取締役を退任予定 

※3 社外取締役 

 

２． 監査役 

氏名 2022年4月1日付 定時株主総会日付 

北川 真一 監査役 監査役 

岡本 克弘 監査役 監査役 

白井 弘 監査役 ※4 監査役 ※4 

浜本 光浩 監査役 ※4 監査役 ※4 

島田 稔 監査役 ※4 監査役 ※4 

※4 社外監査役 

  



３． 執行役員 

氏名 2022年 4月1日付 定時株主総会日付 

廣岡 勝也 執行役員 

経営企画部長 

執行役員 

経営企画部長 

長谷川 貴彦 執行役員 グループ人事担当 

(株)ワコール 取締役 執行役員 

人事総務本部長 

執行役員 グループ人事担当 

(株)ワコール 取締役 執行役員 

人事総務本部長 

加茂下 泰生 執行役員（新任）グループ品質保証担当 兼 

サスティナビリティ推進担当 

(株)ワコール 取締役 常務執行役員 

管理担当 

執行役員 グループ品質保証担当 兼  

サスティナビリティ推進担当 

(株)ワコール 取締役 常務執行役員  

管理担当 

芝原 和宏 執行役員 グループ技術生産担当 兼  

知的財産担当 

(株)ワコール 取締役 執行役員 

技術・生産本部長 

執行役員 グループ技術生産担当 兼  

知的財産担当 

(株)ワコール 取締役 執行役員 

技術・生産本部長 

今井 浩 執行役員 グループ研究開発担当 

(株)ワコール 執行役員  

人間科学研究開発センター長 

執行役員 グループ研究開発担当 

(株)ワコール 執行役員  

人間科学研究開発センター長 

森本 秀治 執行役員 グループ IT推進担当 

(株)ワコール 執行役員 IT統括部長 

執行役員 グループ IT推進担当 

(株)ワコール 執行役員 IT統括部長 

篠塚 厚子 執行役員（新任） 

グループDXマーケティング担当 

執行役員 

グループDXマーケティング担当 

以 上 

 

 

 


