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組織の一部改正と人事異動のお知らせ
2016 年 1 月からブランド事業と地域事業のマトリクス組織の本格稼働に合わせ、下記のとおり組織の一部改正
と人事異動を行います。
記
１．組織の一部改正
（１）株式会社資生堂の新組織体制
・株式会社資生堂は、今後はグローバル本社としてグローバル展開を必要とする「ブランド・その他事業」、「技
術イノベーション領域」、「コーポレート機能」の戦略策定・統括機能に特化し、グローバル展開のケーパビリ
ティを強化。
・現有の地域を限定とした機能は、原則、市場・お客さまに近い各地域本社へ人員とともに移管。それに伴い、
地域事業のサポート機能として業務を担ってきた、グローバル事業推進部および AP（アジアパシフィック）リ
ージョナル統括部は発展的解消。
・中国地域内における課題をスピーディに解決し、2020 年までの抜本的な成長戦略を描きなおすため、「中国
事業革新プロジェクト室」を新設。
・特許・実案・意匠・商標の管理と知的財産の活用や海外拠点の知的財産マネジメントを行うため、「技術知財
部」を新設。
・地域本社とともにグローバルでの経営管理の質向上および、スピーディな意思決定を目的に、複数部門にま
たがる経営管理機能を再編し、「経営管理部」を新設。
・グローバル共通基盤の集約および各地域へのサポート・連携のハブ機能の強化とデジタルマーケティング
などイノベーションの創出を担う機能を強化し、情報企画部を「グローバル ICT（インフォメーション＆コミュニ
ケーションテクノロジー）部」に改称。
・法務機能のグローバル対応強化とコーポレートガバナンス強化を目的に、現総務部法務室を「リーガル・ガ
バナンス部」として部門配置するとともに、現総務部秘書室を「秘書・渉外部」として部門配置。
・リスクマネジメント機能のグローバル対応強化を目的に、現 CSR 部コンプライアンス室を「コンプライアンス
部」として部門配置。
・事業領域も含めたサステナビリティ戦略策定と推進を目指し、現 CSR 部を再編し、「サステナビリティ戦略部」
を新設。
・グローバル横断で活用できる「美容情報」「美容技術」「BC 育成プログラム」の開発をねらいに、美容統括機
能をビューティークリエーション研究センターと再編・統合し、「ビューティークリエーション部」を新設。
・企業活動・事業活動の「情報編集・社内外発信」とステークホルダーからの反応や期待を「迅速に経営へフィ
ードバックする」ことを目的に、ステークホルダーへのコミュニケーション機能を統合した「コーポレートコミュ
ニケーション本部」を新設。

（２）資生堂ジャパン株式会社の新組織体制
・プレステージブランド事業本部を、「ベネフィーク」を軸に化粧品専門店に特化した「専門店事業本部」と、「ク
レ・ド・ポー ボーテ」とブランド「SHISEIDO」を中心にデパート展開に注力した「プレステージブランド事業本
部」に再編。
・ブランドマーケティングをサポートする機能強化を目的に、「デジタル事業部」をスタッフ部門に位置づけを変
更し、「ダイレクトマーケティング部」に改称。
・組織流通への提案営業力を強化、及び、営業職掌全般の組織能力を向上するため、エリア統括部とブランド
戦略部を再編し、「トレードマーケティング部」を新設。
・事業計画部を解消し、円滑な組織運営と事業戦略を担当する、「ジャパン運営部」を新設。
・コーポレート機能として株式会社資生堂から日本事業向けの機能を移管・再編し、「財務・総務部」、「人事部」、
「ビジネスシステム部」、「コンプライアンス部」、「CSR 部」、「お客さまセンター」を新設。
・お客さま・現場からの声が届き、ブランドマーケティングが店頭まで一気通貫できる組織を目指し、エリア支社
の中部支社と近畿支社を「専門店事業本部」と「コスメティクスブランド事業本部」に再編。
２．人事異動
（１）株式会社資生堂
氏 名
佐藤 敦
岡本 仁志
名和 現

新 任
監査部長

現 任
資生堂ヨーロッパ S.A.S.社長兼資生堂インター
ナショナルヨーロッパ S.A.社長
資生堂カナダ Inc.社長
CSR 部コンプライアンス室長

経営戦略部長
コンプライアンス部長兼
資生堂ジャパン株式会社コンプライア
ンス部長
島本 珠生
サステナビリティ戦略部長
大阪工場長
竹内 美恵
ビューティークリエーション部長
グローバル事業本部グローバルプレステージ
ブランド事業本部 SHISEIDO ブランドユニット
プレミアム・新カテゴリーグループリーダー
安達 謙太郎
技術知財部長
化粧品開発センターヘア製品開発グループリ
ーダー
小田 淳
グローバルプレステージブランド
グローバル事業本部グローバルプレステージ
事業本部
ブランド事業本部事業戦略部事業戦略グルー
事業戦略部長
プリーダー兼グローバル事業推進部事業戦略
グループリーダー兼
株式会社インターアクト代表取締役社長
ロクサナ デーバー グローバルプレステージブランド
グローバル事業推進本部長
事業本部
クレ・ド・ポー ボーテブランドユニット
ブランドディレクター
松澤 靖
経営管理部長
財務部経営計画グループリーダー
堂園 正樹
財務部長
資生堂ジャパン株式会社エリア統括部長
大住 真
SCM 統括部長
SCM 統括部 S&OP※推進室長
森田 康睦
大阪工場長
SCM 統括部長
町田 春樹
久喜工場長
久喜工場副工場長兼製造部長
冨田 功
リーガル・ガバナンス部長
総務部長
下野 勝之
秘書・渉外部長
総務部秘書室長
※S&OP：セールス＆オペレーションプランニングの略

（２）資生堂ジャパン株式会社
氏 名
本多 由紀
人事部長

新 任

笹間 靖彦
森下 豪久
三浦 昭宏

ダイレクトマーケティング部長
財務・総務部長
ビジネスシステム部長

宇野 晶子

お客さまセンター長

伊與田 智美
木村 耕太郎

鈴木 ゆかり

寺西 大介

吉田 猛
瀧口 和伸
井上 栄治
平靖
佐藤 知徳
前原 啓二
森川 厚司
初鹿 英志
浅野 嘉邦
岡田 芳人

CSR 部長
プレステージブランド事業本部
マーケティング部
マーケティングディレクター
専門店事業本部
マーケティング部
マーケティングディレクター
コスメティクスブランド事業本部
マーケティング部
マーケティングディレクター
ジャパン運営部長
北海道支社長
東北支社長
専門店事業本部営業本部
首都圏支社長
専門店事業本部営業本部
中部支社長
専門店事業本部営業本部
近畿支社長
コスメティクスブランド事業本部
中部事業部長
コスメティクスブランド事業本部
近畿事業部長
専門店事業本部企画部長
プレステージブランド事業本部
企画部長

現 任
株式会社資生堂人事部
ビジネスパートナー室長
デジタル事業部長
株式会社資生堂財務部長
株式会社資生堂情報企画部
ビジネスシステム室長
株式会社資生堂お客さまセンター
お客さま情報グループリーダー
株式会社資生堂お客さまセンター長
プレステージブランド事業本部
プレステージブランドスタッフ室長
プレステージブランド事業本部
マーケティング部長
事業計画部長

株式会社資生堂監査部長
コスメティクスブランド事業本部第 2 事業部営
業統括部ゼネラルマネージャー
近畿支社大阪第 1 支店長
プレステージブランド事業本部第 1 事業部首
都圏支社東京第 1 支店長
東北支社長
中部支社長
北海道支社長
近畿支社長
プレステージブランド事業本部第 1 事業部 企
画部長
プレステージブランド事業本部第 2 事業部 企
画部長

（３）資生堂ジャパン株式会社以外の関係会社
氏 名
新 任
現 任
兵沢 清美
資生堂プロフェッショナル株式会社 代 資生堂プロフェッショナル株式会社
表取締役社長
営業部長
上野 邦教
資生堂マレーシア Sdn. Bhd.社長
資生堂マレーシア Sdn. Bhd.社長兼
資生堂シンガポール Co., (Pte.) Ltd.社長
佐々木 邦
株式会社資生堂グローバルプレステー 株式会社資生堂グローバル事業本部グロー
ジブランド事業本部事業戦略部事業マ バル事業推進部経営管理グループリーダー
ネジメントグループマネージャー兼株
式会社インターアクト代表取締役社長
以 上

