
                    

 

 

2015年11月10日 

 各 位  

会 社 名 株式会社 資 生 堂 

代表者名 代表取締役 執行役員社長 

魚谷 雅彦 

（コード番号 4911 東証第1部） 

問合せ先 広報部長  上岡 典彦 

（TEL．03-3572-5111） 

 

 

株式会社資生堂執行役員人事および資生堂グループ取締役・執行役員人事のお知らせ 

 

 

2016年1月1日以降の人事について、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、当社取締役および監査役の人事ならびに執行役員の担当の詳細については、12月にご案内いたします。 

 

 

記 

 

 

１．株式会社資生堂 

（１）2016年1月1日付昇格執行役員 

氏 名 新担当領域 現担当領域 

岩井 恒彦 執行役員副社長 

技術イノベーション、品質保証、 

フロンティアサイエンス事業、 

リーガル・ガバナンス、コンプライアン

ス、サステナビリティ戦略 

執行役員常務 

研究開発、SCM、技術戦略総括 

技術企画、品質保証、薬事、 

フロンティアサイエンス事業 

 

（２）2016年1月1日付新任執行役員 

氏 名 新担当領域 現 任 

藤原 憲太郎 執行役員 

資生堂（中国）投資有限公司 

資生堂（中国）投資有限公司 

総経理 

カタリーナ ヘーネ 執行役員 

グローバルプロフェッショナル事業 

グローバルプロフェッショナル事業本部長 

亀山 満 執行役員 

グローバルインフォメーション＆ 

コミュニケーションテクノロジー 

情報企画部長 

櫛田 靖 執行役員 

SCM（生産・購買・ロジスティクス） 

久喜工場長 

塩島 義浩 執行役員 

リーガル・ガバナンス、コンプライアン

ス、サステナビリティ戦略 

CSR部長 

 

 

 



（３）2015年12月31日付退任執行役員 

氏 名 現 任 備 考 

関根 近子 執行役員常務 

美容領域（グローバル・日本）、 

ビューティークリエーション、 

お客さま情報担当 

 

石本 潔 執行役員 

SCM（生産・購買・ロジスティクス） 

担当 

 

岩﨑 哲夫 執行役員 

日本事業パーソナルケアブランド 

事業担当 

16年1月1日付 資生堂ジャパン（株） 

取締役執行役員就任 

村上 直樹 執行役員 

日本事業プレステージブランド 

事業担当 

16年1月1日付 資生堂ジャパン（株） 

取締役執行役員就任 

柴田 和久 執行役員 

総務、法務、秘書、CSR、環境担当 

16年1月1日付 資生堂ジャパン（株） 

執行役員就任 

高野 茂 執行役員 

グローバル事業本部 

グローバル事業本部長付 

16年1月1日付 資生堂ジャパン（株） 

執行役員就任 

 

（４）2016年1月1日以降の執行役員体制 

氏 名 新担当領域 現担当領域 

魚谷 雅彦 執行役員社長 

CEO 

執行役員社長 

CEO 

岩井 恒彦 執行役員副社長 

技術イノベーション、品質保証、 

フロンティアサイエンス事業、 

リーガル・ガバナンス、コンプライアン

ス、サステナビリティ戦略 

執行役員常務 

研究開発、SCM、技術戦略総括 

技術企画、品質保証、薬事、 

フロンティアサイエンス事業 

坂井 透 執行役員常務 

日本地域本社 

執行役員常務 

日本事業全般、ヘルスケア事業、 

デジタル事業 

島谷 庸一 執行役員常務 

研究開発 

執行役員常務 

研究開発 

ラルフ アーベック 執行役員 

CEO補佐 グローバルプロジェクト 

執行役員常務 

経営戦略 

青木 淳 執行役員 

人事、秘書室、 

中国事業革新プロジェクト 

執行役員 

人事 

ジャン フィリップ  

シャリエ 

執行役員 

アジアパシフィック地域本社 

執行役員 

アジアパシフィック事業 

藤原 憲太郎 執行役員 

資生堂（中国）投資有限公司 

資生堂（中国）投資有限公司 

総経理 

林 高広 執行役員 

宣伝・デザイン、企業文化 

執行役員 

企業文化、宣伝制作 

カタリーナ ヘーネ 執行役員 

グローバルプロフェッショナル事業 

グローバルプロフェッショナル 

事業本部長 

保坂 匡哉 執行役員 

技術イノベーション領域担当役員付 

執行役員 

技術イノベーション本部長付 



氏 名 新担当領域 現担当領域 

亀山 満 執行役員 

グローバルインフォメーション＆ 

コミュニケーションテクノロジー 

情報企画部長 

櫛田 靖 執行役員 

SCM（生産・購買・ロジスティクス） 

久喜工場長 

岡部 義昭 執行役員 

グローバルプレステージブランド事業 

ブランド SHISEIDO 

執行役員 

SHISEIDOブランド 

塩島 義浩 執行役員 

リーガル・ガバナンス、コンプライアン

ス、サステナビリティ戦略 

CSR部長 

副島 三記子 執行役員 

ビューティークリエーション 

日本地域本社 美容統括、 

お客さま情報 

執行役員 

日本事業美容領域 

杉山 繁和 執行役員 

日本地域本社 

コスメティクスブランド事業 

執行役員 

日本事業コスメティクスブランド事業 

直川 紀夫 執行役員 

財務、経営管理 

執行役員 

財務、情報企画、内部統制 

田邨 真理 執行役員 

グローバルプレステージブランド事業 

執行役員 

グローバル事業グローバルプレステージ 

ブランド事業 

 

２．資生堂ジャパン株式会社 

2016年1月1日以降の執行体制および取締役・監査役体制 

氏 名 役 位 備 考 

坂井 透 代表取締役執行役員社長 既に就任済み 

杉山 繁和 取締役執行役員常務  

岩﨑 哲夫 取締役執行役員  

村上 直樹 取締役執行役員  

赤尾 一成 執行役員 2016年1月1日付招聘 

磯崎 弘和 執行役員  

音部 大輔 執行役員   

柴田 和久 執行役員  

副島 三記子 執行役員  

高津 繁一 執行役員  

高野 茂 執行役員  

田中 聡 執行役員  

東矢 琢磨 執行役員  

檜山 敦 執行役員  

 

氏 名 役 位 備 考 

青木  淳 取締役 非業務執行 

魚谷 雅彦 取締役 非業務執行 

直川 紀夫 取締役 非業務執行 

西村 義典 監査役 既に就任済み 

 

 



＜赤尾 一成氏 経歴＞ 

2013年 日本コカ・コーラ株式会社  

バイスプレジデント/ゼネラルマネージャー コカ・コーライーストジャパン担当 

 

 

 以  上 


