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2022 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 
 

2022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) 株式会社ワコールホールディングスの組織体制 

① 海外事業の強化を目的に、「グローバル本部」をワコールホールディングスへ移管 

 グローバル管理体制の強化を目的に、海外事業を統括する「グローバル本部」を(株)ワコールから、(株)ワコール

ホールディングスに移管。 

 

(2) 株式会社ワコールの組織体制 

① エリアマーケティング戦略の推進と事業効率化を目的に、販売部門を再編 

 消費者の購買行動や流通構造の変化への対応力の強化を図るため、営業本部、直営店の営業部門、

ウエルネス事業部の販売部門を統合し、「東日本販売統括部」、「西日本販売統括部」に再編。これにより、

エリアごとに直営店を含むすべての販売チャネルを管轄する体制への移行を完了（ファクトリーストアは対象外）。 

 EC事業の売上拡大と事業効率化を目的に、他社ECを担当する「チャネル開発部」を、「WEB販売事業部」

へ移管。 

 

② マーケティング機能の強化とＣＸ戦略の推進を目的に、「マーケティング統括部」の組織を再編 

 企業ならびにブランドマーケティングの強化を目的に、「マーケティング戦略部」を新設。 

 ブランドやチャネルを横断したマーケティング戦略の実践と、顧客データ基盤を活用したCX戦略を推進するため、

商品・サービスの情報発信を担当する「宣伝部（広報・宣伝部から名称変更）」と、顧客データの分析・活用を

担当する「CXデザイン部」を、「マーケティング統括部」に移管。 

 顧客ニーズを的確に把握し、迅速にマーケティング戦略に反映するため、顧客対応窓口である「お客様センター」、

ならびに、「WEB販売事業部カスタマーセンター」を統合し、「カスタマーセンター」を新設。 

 「マーケティング統括部」は、「マーケティング戦略部」、「ＣＸデザイン部」、「宣伝部」、「カスタマーセンター」、

「店舗開発室」の5部体制となり、全社のマーケティング戦略の立案と実行、ならびにＣＸ戦略を推進。 

 

③ その他 

 「総合企画室」の機能のうち、国内事業の戦略立案などを担当とする「事業企画部」を社長直轄の組織に変更。

経営トップの判断をより迅速に計画に反映させることを目的とする。これに伴い、「総合企画室」は解消。 

 新商品の開発を強化するため、技術部門ならびに商品営業部門がもつ商品開発機能の一部を人間科学研究所

に移管。これに伴い、人間科学研究所の名称を、「人間科学研究開発センター」に変更。 
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2. 人事異動 

(1) 株式会社ワコールホールディングス 

 ※役員人事については、別途開示しています。 

 

① 部長の人事 

  氏名 新職 現職 

細川 裕一郎 グローバル本部 

事業管理部長 

(株)ワコール グローバル本部 

事業管理部長 

渡邉 卓 グローバル本部 

事業推進部長 

(株)ワコール 第３ブランドグループ 

直営店商品営業部長 

足立 直樹 総務・資産管理部長 兼 

(株)ワコール 人事総務本部 総務部長 

(株)ワコール 人事総務本部 

西日本人事総務部長 

合計3名 

 

(2) 株式会社ワコール 

① 取締役の人事 

氏名 新職 現職 

川西 啓介 取締役（新任） 執行役員 

マーケティング統括部長 

執行役員  

(株)米国ワコール会長 兼 

ワコールインターナショナル(株)社長 

合計1名 

 

② 委嘱業務の変更 

氏名 新職 現職 

今泉 英彦 取締役 専務執行役員 

営業担当 

取締役 専務執行役員 

営業担当 兼 営業本部長 

加茂下 泰生 取締役 常務執行役員 

管理担当 

取締役 常務執行役員 

総合企画室長 

矢島 昌明 取締役 常務執行役員 

(株)ワコールホールディングス 

グローバル本部長 

取締役 常務執行役員 

グローバル本部長 

合計3名 
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③ 執行役員の人事 

氏名 新職 現職 

小川 直子 執行役員 

東日本販売統括部長 

執行役員 

人事総務本部 人事部長 

西村 猛 執行役員 

西日本販売統括部長 

執行役員 

営業本部 東日本販売統括部長 

清水 泰宇 執行役員（新任） 

ＷＥＢ販売事業部長 

ＷＥＢ販売事業部長 

合計3名 

 

④ 部長の人事 

氏名 新職 現職 

芥川 政士 東日本販売統括部 

北海道販売部長 

営業本部 

北海道販売統括部長 

佐藤 光洋 東日本販売統括部 

東日本販売一部長 

営業本部 

東日本販売統括部 販売一部長 

小島 宏子 東日本販売統括部 

東日本販売二部長 

営業本部 

首都圏販売統括部 販売三部長 

奥野 浩一 東日本販売統括部 

首都圏販売一部長 

営業本部 

首都圏販売統括部 販売一部長 

若林 拓也 東日本販売統括部 

首都圏販売二部長 

営業本部 

東日本販売統括部 販売二部長 

粂 克也 東日本販売統括部 

ウエルネス販売部長 

ウエルネス事業部 

販売部長 

藤 勝秀 東日本販売統括部 

東日本戦略企画部長 

マーケティング統括部 

教育部長 

浅野 陽子 西日本販売統括部 

西日本販売一部長 

営業本部 

西日本販売統括部 販売一部 

近藤 義和 西日本販売統括部 

西日本販売二部長 

営業本部 

西日本販売統括部 販売二部長 

下枝 伸一 西日本販売統括部 

九州販売部長 

営業本部 

九州販売統括部長 

森田 雅通 西日本販売統括部 

アンフィ販売部長 

第３ブランドグループ 

ＳＰＡ販売部長 
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氏名 新職 現職 

関 加津也 西日本販売統括部 

西日本戦略企画部長 

マーケティング統括部 

マーケティング企画部長 

仙波 孝之 ＷＥＢ販売事業部 

カタログ営業部長 

ＷＥＢ販売事業部 

カタログ営業部 

増田 美紀 ＷＥＢ販売事業部 

チャネル開発部長 

チャネル開発部長 

谷口 泰章 第１ブランドグループ 

ワコールブランド商品営業部長 

第１ブランドグループ 

ワコールブランド商品企画部 

勝又 暢宏 第２ブランドグループ 

ウイングブランド商品営業部長 兼 

メンズインナー商品営業部長 

第２ブランドグループ 

ウイングブランド商品営業部長 

田中 慎也 第３ブランドグループ 

アンフィ商品営業部長 兼  

ＥＣ営業課長 

第３ブランドグループ 

セレクトストア営業部長 

大原 誠 第３ブランドグループ 

ファクトリーストア営業部長 

第１ブランドグループ 

プレステージ営業部長 

廣田 浩平 第３ブランドグループ 

ウエルネス商品営業部長 

ウエルネス事業部 

営業部長 

新瀬 幸司 マーケティング統括部 

マーケティング戦略部長 

マーケティング統括部長 

河口 陽二 マーケティング統括部 

ＣＸデザイン部長 

総合企画室 

ＣＸデザイン部長 

小池 哲夫 マーケティング統括部 

宣伝部長 

第２ブランドグループ 

メンズインナー商品営業部長 

米田 久也 マーケティング統括部 

カスタマーセンター長 

マーケティング統括部 

京都戦略企画部長 

蛭田 徹 事業企画部長 総合企画室 

事業企画部長 

福田 康二 技術・生産本部 

事業管理部長 

(株)ピーチ・ジョン 

取締役 

三輪 まゆみ 技術・生産本部 

技術部長 

技術・生産本部 

技術部 
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氏名 新職 現職 

深沢 信介 人事総務本部 

人事部長 兼 給与・システム課長 

人事総務本部 

ＢＡ人材開発部長 

吉田 敦夫 人事総務本部 

ビューティアドバイザー戦略室長 

(株)ワコールキャリアサービス 

代表取締役社長 

小木曽 仁 事業統括部 

事業管理部長 兼 事業管理課長 

事業統括部 

事業管理部 

伊藤 卓治 事業統括部 

東日本事業管理部長 

事業統括部 

事業管理部 

吉冨 拓也 事業統括部 

新京都事業管理部長 

事業統括部 

直営店事業管理部長 

合計31名 

(3) 株式会社ワコール以外の関係会社 

 

氏名 新職 現職 

久保 雅彦 (株)ランジェノエル 

（代表取締役社長就任予定） 

(株)ランジェノエル 

取締役 

久保 博信 (株)ワコールマニュファクチャリングジャパン 

（代表取締役社長就任予定） 

新潟ワコール縫製(株) 

代表取締役社長 

廣瀬 一真 (株)ワコールキャリアサービス 

（代表取締役社長就任予定） 

(株)ワコールキャリアサービス 

営業企画部長 

堤 幸信 ワコール流通(株) 

（代表取締役社長就任予定） 

営業本部 

首都圏販売統括部長 

米川 健彦 ワコールシンガポール(株) 

（社長就任予定） 

(株)ホンコンワコール 

社長 

合計5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 コーポレートコミュニケーション部（担当：布川、小松原） 

電話：（075）682‐1028 
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（参考） 

2022 年 4 月 1 日付の(株)ワコールの役員体制について 
 
 

１．取締役 

氏名 4 月 1 日付 

伊東 知康 代表取締役 社長執行役員 

今泉 英彦 取締役 専務執行役員 営業担当 

加茂下 泰生 取締役 常務執行役員 管理担当 

矢島 昌明 取締役 常務執行役員 (株)ワコールホールディングス グローバル本部長（※1） 

長谷川 貴彦 取締役 執行役員 人事総務本部長 

芝原 和宏 取締役 執行役員 技術・生産本部長 

関口 満 取締役 執行役員 商品担当 兼 第３ブランドグループ長 

川西 啓介 取締役（新任）執行役員 マーケティング統括部長 

※1 2022 年 6 月開催予定の㈱ワコール定時株主総会日付で取締役を退任予定 
 

２．執行役員 

氏名 4 月 1 日付 

森本 秀治 執行役員 IT 統括部長 

篠塚 厚子 執行役員 イノベーション戦略室長 

今井 浩 執行役員 人間科学研究開発センター長 

重本 真宏 執行役員 事業統括部長 

小川 直子 執行役員 東日本販売統括部長 

西村 猛 執行役員 西日本販売統括部長 

清水 泰宇 執行役員（新任）ＷＥＢ販売事業部長 

堀 卓朗 執行役員 第１ブランドグループ長 

上野 顕之 執行役員 第２ブランドグループ長 

 

３．監査役 

氏名 4 月 1 日付 

北川 真一 監査役 

岡本 克弘 監査役 

       以上 

 


