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株式会社資生堂および資生堂グループ執行役員人事のお知らせ 

 

2020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。 

 

記 

 

１．株式会社資生堂 

(１)2019年 12月 31日付退任執行役員 

 

 

(２)2020年 1月 1日付昇格執行役員 

氏 名 新 任 現 任 

藤原 憲太郎 常務 執行役員 

鈴木 ゆかり 常務 執行役員 

 

(３)2020年 1月 1日付新任執行役員 

氏 名 新 任 現 任 

安野 裕美 執行役員 グローバル広報部長 

井上 美香 執行役員 グローバルイノベーションセンター 

研究開発副本部長 兼 化粧情報開発セン

ター長 

三浦 昭宏 執行役員 サプライネットワーク本部 サプライネットワ

ーク改革部長 

中村 実 執行役員 副チーフピープルオフィサー 

高野 篤典 執行役員 グローバル ICT部長 

梅津 利信 執行役員 チーフストラテジーオフィサー 

経営戦略部長 

 

 

 

 

氏 名 現 任 

ジャン フィリップ 

シャリエ 

執行役員 

カタリーナ ヘーネ 執行役員 

亀山 満 執行役員 

 

2019年 11月 25日 

株式会社 資生堂 
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(４)2020年 1月 1日付任期延長執行役員 

＊青木常務は、人事、社会価値創造およびファシリティマネジメント等を担当しています。2019 年に本部を

新設した社会価値創造については、引き続き戦略・アクションの策定や推進体制の整備を進めることが強く

求められ、またファシリティマネジメントについても、プロジェクトオーナーとしてオフィスリノベーションをリード

する必要があります。このため、役員指名諮問委員会での必要性・妥当性の審議・確認を経て、同氏を常務

の在任上限年齢を超えて 1年重任することが取締役会で決議されました。 

 

(５)2020年 1月 1日以降の執行役員体制 

氏 名 新 任 現 任 

魚谷 雅彦 社長 兼 CEO 社長 兼 CEO 

島谷 庸一 副社長 

チーフイノベーションオフィサー 

経営全般補佐 

副社長 

チーフイノベーションオフィサー 

経営全般補佐 

青木 淳 常務 

チーフソーシャルバリュークリエイショ

ンオフィサー 

経営全般補佐 

社会価値創造、ファシリティマネジメン

ト、グローバルプロフェッショナル事業 

常務 

チーフピープルオフィサー 兼  

チーフソーシャルバリュークリエイションオ

フィサー 

経営全般補佐 

人事、社会価値創造、ファシリティマネジメ

ント 

藤原 憲太郎 常務 

中国地域 CEO 

執行役員 

中国地域 CEO 

杉山 繁和 常務 

日本地域 CEO 

常務 

日本地域 CEO 

鈴木 ゆかり 常務 

チーフブランドオフィサー クレ・ド・ポ

ー ボーテ、イプサ、ザ・ギンザ 

執行役員 

グローバルプレステージブランド事業本部

チーフブランドオフィサー クレ・ド・ポー ボ

ーテ 

クレ・ド・ポー ボーテブランド 

直川 紀夫 常務 

チーフサプライネットワークオフィサー 

SN 戦略、SN 基盤開発、ロジスティク

ス、生産、購買、グローバルブランド

S&OP 推進、デマンド・サプライ計画、

工場 

常務 

チーフサプライネットワークオフィサー 

SN 改革、サプライ・購買統括、グローバル

イニシアティブ、デマンド・サプライ計画、ロ

ジスティクス、生産、工場、那須工場設立

準備 

氏 名 現 任 備 考 

青木 淳 常務 常務在任上限年齢（62歳）到達後の延長＊ 
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安野 裕美 執行役員 

チーフパブリックリレーションズオフィ

サー 

グローバル広報 

グローバル広報部長 

マイケル クームス 執行役員 

CFO（最高財務責任者） 

戦略財務、財務経理、IR、ビジネスト

ランスフォーメーション 

執行役員 

CFO（最高財務責任者） 

戦略財務、財務経理、IR、ビジネスディベ

ロップメント 

堀井 清美 執行役員 

チーフビューティーストラテジーオフィ

サー 

執行役員 

チーフビューティーストラテジーオフィサー 

井上 美香 執行役員 

チーフレギュラトリーオフィサー 

GIC改革リード 

技術知財、GIC 統括、グローバル薬

務、化粧情報イノベーション 

グローバルイノベーションセンター 

研究開発副本部長 兼 化粧情報開発セン

ター長 

三浦 昭宏 執行役員 

SN 戦略、SN 基盤開発、ロジスティク

ス、生産 

サプライネットワーク本部 サプライネットワ

ーク改革部長 

中村 実 執行役員 

チーフピープルオフィサー 兼 チーフ

ウェルネスオフィサー 

人事 

副チーフピープルオフィサー 

岡部 義昭 執行役員 

チーフブランドオフィサー  ブランド

SHISEIDO 

執行役員 

グローバルプレステージブランド事業本部

チーフブラン ドオフ ィサー  ブラン ド

SHISEIDO 

SHISEIDOブランド 

塩島 義浩 執行役員 

チーフクオリティーオフィサー 

品質保証、秘書・渉外 

執行役員 

チーフクオリティーオフィサー 

品質保証、グローバル薬務、秘書・渉外 

高野 篤典 執行役員 

チーフインフォメーションテクノロジー

オフィサー 

グローバル ICT、情報セキュリティ 

グローバル ICT部長 

梅津 利信 執行役員 

チーフストラテジーオフィサー  

経営革新、経営戦略、市場情報、ビジ

ネスディベロップメント 

チーフストラテジーオフィサー 

経営戦略部長 
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山本 尚美 執行役員 

チーフクリエイティブオフィサー 

クリエイティブ、ビューティークリエイシ

ョン、社会価値創造 

執行役員 

チーフクリエイティブオフィサー 

クリエイティブ、ビューティークリエイション、

社会価値創造 

依田 光史 

 

執行役員 

チーフリーガルオフィサー 

リーガル・ガバナンス、リスクマネジメ

ント 

執行役員 

チーフリーガルオフィサー 

リーガル・ガバナンス、リスクマネジメント 

吉田 克典 

 

執行役員 

チーフプロダクトイノベーションオフィ

サー 

インキュベーション、パッケージイノベ

ーション、化粧品イノベーション、プロ

セスエンジニアリングイノベーション 

執行役員 

チーフプロダクトディベロップメントオフィサ

ー 

化粧品開発、パッケージ開発、プロセスエ

ンジニアリング開発 

 

２．資生堂ジャパン株式会社 

(１)2019年 12月 31日付退任執行役員 

氏 名 現 任 

前原 啓二 執行役員 

田中 聡 執行役員 

 

(２)2020年 1月 1日付昇格執行役員 

氏 名 新 任 現 任 

赤尾 一成 副社長 常務 

髙津 繁一 副社長 常務 

石川 由紀子 常務 執行役員 

 

(３)2020年 1月 1日付新任執行役員 

氏 名 新 任 現 任 

小林 和郎 執行役員 経営サポート部長 

長山 千晶 執行役員 副チーフマーケティングオフィサー 

野村 治夫 
執行役員 

コスメティクスブランド事業本部 近畿事業

部長 

織戸 誠一 執行役員 プレステージブランド／専門店事業本部 

エリア営業本部 近畿支社長 

 

(４)2020年 1月 1日以降の執行役員体制 

氏 名 新 任 現 任 

杉山 繁和 社長 

チーフデジタルオフィサー 

社長 
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赤尾 一成 副社長 

プレミアムブランド事業 

常務 

コスメティクスブランド事業 

髙津 繁一 副社長 

プレステージブランド事業 

常務 

プレステージブランド／専門店事業 

石川 由紀子 常務 

チーフマーケティングオフィサー 

プレステージブランド、プレミアムブラ

ンド、ライフスタイルブランド各事業本

部のブランドマーケティング領域 

執行役員 

ジャパン CMO 

檜山 敦 執行役員 

ライフスタイルブランド事業 

㈱エフティ資生堂 代表取締役社長 

執行役員 

パーソナルケアブランド事業 

㈱エフティ資生堂 代表取締役社長 

堀井 清美 執行役員 

美容戦略、プレステージブランド事業

本部 プレステージブランド事業 

執行役員 

美容戦略、プレステージブランド／専門店

事業本部 プレステージブランド事業 

小林 和郎 執行役員 

チーフアドミニストレーションオフィサー 

戦略実行サポート、経営サポート、店

頭情報プラットフォーム 

経営サポート部長 

松澤 靖 執行役員 

CFO 

経営計画、経理・総務 

執行役員 

CFO 

経営計画、経理・総務 

長山 千晶 執行役員 

マーケティングディベロップメントオフィ

サー 

ブランドマネジメント、メディア統括、市

場情報（CMI）、アジャイル開発プロデ

ュース、ACPCマーケティングサポート 

副チーフマーケティングオフィサー 

野村 治夫 執行役員 

プレミアムブランド事業本部 近畿 

コスメティクスブランド事業本部 近畿事業

部長 

織戸 誠一 執行役員 

プレステージブランド事業本部 エリア

営業 

プレステージブランド／専門店事業本部 

エリア営業本部 近畿支社長 

笹間 靖彦 執行役員 

プレステージブランド事業本部 ブラン

ド事業推進 

執行役員 

プレステージブランド／専門店事業本部 

事業戦略推進 

鈴木 正樹 執行役員 

プレミアムブランド事業本部 第１事業 

執行役員 

事業戦略、ビジネスプラットフォーム開発、

EC事業、次世代事業開発 
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吉田 明彦 執行役員 

プレミアムブランド事業本部 ブランド

事業推進 

執行役員 

コスメティクスブランド事業本部 事業戦略

推進 

渡辺 英樹 執行役員 

プレミアムブランド事業本部 第２事業 

執行役員 

コスメティクスブランド事業本部 第２事業 

 

以上 


