
 

 

 

２０１２年１１月２６日 

ミズノの組織の変更と部長級以上の人事異動について 

 

ミズノは１月１日付で機構改革を実施します。 

＜機構改革目的＞ 

 以下の重点戦略を迅速かつ確実に実行し、成長を実現する強固な経営基盤を構築するための改革です。 

① 「グローバルビジネス拡大」 

② 「メーカー機能強化」 

③ 「国内事業基盤再強化」 

  

１．グローバルプロダクト部門の設立 

グローバル視点でメーカー機能を強化し、各リージョンと連携しながら担当商品のグローバル戦略を 

立案、実行していく体制づくりを目指します。そのために商品カテゴリーごとに、グループ全体の企画・ 

開発・生産を担う部門として４部門を設置します。グローバルイクイップメントプロダクト部は新設、 

グローバルゴルフプロダクト部は既存部門からの機能を一部移管しています（名称は新設）。 

   □グローバルイクイップメントプロダクト部 

   □グローバルゴルフプロダクト部 

   □グローバルフットウエアプロダクト本部 

   □グローバルアパレルプロダクト本部 

 

２．国内事業部門の新設 

国内事業を成長させるため、４事業部門を新設します。 

国内事業部門は、各事業の管理機能とプロモーション機能を担い、国内市場におけるメーカー機能を強 

化する部門です。各事業部内に配置する事業管理部は、担当事業の販売計画、予算編成、利益管理、在 

庫管理を担当します。 

また、同じく事業部内に配置する事業企画部は、担当事業の宣伝・販促・営業企画・営業販促機能を担 

い、国内事業のマーケティング活動を実施します。 

  □ダイアモンドスポーツ事業部 

  □ライフスタイルスポーツ事業部 

  □コンペティションスポーツ事業部 

  □ゴルフ事業部 



 

 

 

３．国内営業部門の再編 

営業力を最大に生かし、かつ、効率的な営業活動により一人当たりのアウトプットを高めるための

販売体制を目指していきます。 

□営業統括部 

国内営業全体の業績管理、方針、政策の立案・国内販売予算編成の役割を担い、各種課題を各事業

部、各営業部門と調整する役割です。 

 

□営業本部 

各地域のスポーツ専門店チャネルを担当し、全国を６支社に再編します。 

・北日本支社・・・北海道営業所、盛岡営業所、仙台営業所を配置します。 

・関東支社・・・関東営業所（現大宮営業所）、新潟営業所を配置します。 

・首都圏支社・・・首都圏ダイアモンドスポーツ営業部、首都圏コンペティション・ライフスタイル 

スポーツ営業部を配置します。 

・名古屋支社・・・単独の支社とします。 

・関西支社・・・関西圏ダイアモンドスポーツ営業部、関西圏コンペティション・ライフスタイルス 

ポーツ営業部、広島営業所、四国営業所、北陸営業所を配置します。 

・九州支社・・・九州営業所、沖縄営業所を配置します。 

 

なお、厚木営業所は、首都圏強化のため首都圏支社、関東支社、名古屋支社へ再編。長野営業所は、 

名古屋支社へ統合します。また、営業本部内の店舗サポート、SOZO営業を推進する部門として営業本 

部室を設置します。 

 

□ゴルフ西日本営業部、ゴルフ東日本営業部を設置 

ゴルフ事業部から独立させて設置します。 

□ナショナルチェーン営業本部を設置 

  大型スポーツ専門店チャネルを担当する販売部門です。 

□ライフスタイルチャネル営業本部を設置 

   デパート、チェーンストア、ライフスタイルアパレル店、シューズチェーンを担当する販売部門で 

す。 

□小売部をリテイル営業部に名称変更します。 

□物流管理部をロジスティクス管理部に名称変更します。 

 

 

 



 

 

 

４．国内生産子会社の再編 

ミズノテクニクス株式会社、株式会社ミズノインダストリー阿山、株式会社ミズノインダストリー 

波賀、ミズノランバード株式会社の４社は会社を統合し、人材強化、機能強化、効率化を目指していき 

ます。なお、株式会社ミズノインダストリー阿山の野球ボール生産管理機能は、２０１３年４月にミズ 

ノテクニクス株式会社（岐阜県養老郡養老町）へ移管する予定です。 

 

◆人事異動（部長級以上／１月１日付） 

 

                       （新）                                 （現）   

加藤 祐介  研究開発部 部長 研究開発本部ﾃﾞｻﾞｲﾝ室 部長 

 

久保田 憲史 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ部 部長 ｽﾎﾟｰﾂ事業部ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 部長 

 

益田 直幸  ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾞﾙﾌﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ部 部長 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾞﾙﾌ企画開発室 部長 

 

金子 靖仙  ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｯﾄｳｴｱﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ本部 副本部長     研究開発本部研究開発部 部長 

（兼）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｯﾄｳｴｱﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ本部企画ﾃﾞｻﾞｲﾝ部 部長        

    （兼）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｯﾄｳｴｱﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ本部開発生産部 部長 

 

藤江 弘一  ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾊﾟﾚﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ本部         ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾊﾟﾚﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ本部  

ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝｱﾊﾟﾚﾙ企画部 部長     競技・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｱﾊﾟﾚﾙ企画部 部長 

 （兼）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾊﾟﾚﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ本部   

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙｱﾊﾟﾚﾙ企画部 部長 

 

佐野 治   総合企画室 部長 事業改革室 部長 

 

村田 一雄  e ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ室 部長 e ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ室 次長 

 

内田 広   品質保証部 部長 ｳｴﾙﾈｽ・ｱｽﾚﾃｨｯｸ事業部 

                           ｽｲﾑ&ﾌｨｯﾄﾈｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 部長 

 

原 琢平   人事総務部 部長             人事総務部 部長 

（兼）法務部 部長      

 



 

 

 

             （新）                   （現） 

中上 公二  ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ事業部 事業部長        ｽﾎﾟｰﾂ事業部 事業部長 

     （兼）ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ事業部 事業管理部 部長  （兼）ｽﾎﾟｰﾂ事業部 東日本営業部 部長 

 

上谷 章夫  ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ事業部 事業企画部 部長    ｽﾎﾟｰﾂ事業部 西日本営業部 部長 

  

国定 薫   ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ事業部 営業販促部 部長    ｽﾎﾟｰﾂ事業部 

ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ営業販促部 部長 

 

 中島 隆雄  ﾗｲﾌｽﾀｲﾙｽﾎﾟｰﾂ事業部 事業部長       ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾊﾟﾚﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ本部 

（兼）ﾗｲﾌｽﾀｲﾙｽﾎﾟｰﾂ事業部 事業管理部 部長    ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｺﾞﾙﾌｱﾊﾟﾚﾙ企画部 部長 

      （兼）ﾗｲﾌｽﾀｲﾙｽﾎﾟｰﾂ事業部 事業企画部 部長    

 

福井 祥博  ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ事業部 事業部長       ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ部 部長 

（兼）ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ事業部 事業企画部 部長 

 

阪脇 哲夫  ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ事業部 事業管理部 部長    ｳｴﾙﾈｽ・ｱｽﾚﾃｨｯｸ事業部ｺﾝﾄﾛｰﾙ部 次長 

 

中村 薫   ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ事業部            ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ部 次長 

ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ部 部長 

 

服部 健策  ｺﾞﾙﾌ事業部 事業部長             ｺﾞﾙﾌ事業部東日本営業部 部長 

     （兼）ｺﾞﾙﾌ事業部事業管理部 部長 

 

長崎 俊幸  ｺﾞﾙﾌ事業部 事業企画部 部長         ｺﾞﾙﾌ事業部ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 部長 

 

渡辺 剛   営業統括部 部長               事業改革室 専任次長 

 

赤間 靖浩  営業本部 北日本支社 支社長         営業本部 仙台営業所 所長 

     （兼）営業本部 北日本支社 仙台営業所 所長 

 

  寺村 貞利  営業本部 関東支社 支社長          営業本部 営業統括部 次長 

       （兼）営業本部 関東支社 関東営業所 所長 

 



 

 

 

              （新）                  （現） 

石田 雅司  営業本部 首都圏支社 支社長         営業本部 部長 

 

  大森 邦弘  営業本部 首都圏支社              ｽﾎﾟｰﾂ事業部東日本営業部 次長 

首都圏ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ営業部 部長 

 

  東 繁    営業本部 首都圏支社             大型店営業本部 本部長 

首都圏ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ･ﾗｲﾌｽﾀｲﾙｽﾎﾟｰﾂ営業部 部長 

 

  野中 正則  営業本部 関西支社 支社長         営業本部 北海道営業所 所長 

 

  粂田 慶典  営業本部 関西支社              ｽﾎﾟｰﾂ事業部西日本営業部 次長 

関西圏ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ営業部 部長 

 

  太田 智也  営業本部 関西支社              ｳｴﾙﾈｽ・ｱｽﾚﾃｨｯｸ事業部  

関西圏ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ・ﾗｲﾌｽﾀｲﾙｽﾎﾟｰﾂ営業部    東日本営業部 部長 

部長 

 

  石田 啓   ｺﾞﾙﾌ西日本営業部 部長           ｺﾞﾙﾌ事業部西日本営業部 部長 

 

  森本 剛   ｺﾞﾙﾌ東日本営業部 部長           ｺﾞﾙﾌ事業部西日本営業部 専任次長 

 

  芋野 隆幸  ｽﾎﾟｰﾂ施設ｻｰﾋﾞｽ部 部長           ｽﾎﾟｰﾂ施設ｻｰﾋﾞｽ部 専任次長 

 

  辻村 信勇  ﾅｼｮﾅﾙﾁｪｰﾝ営業本部              大型店営業本部ｽﾎﾟｰﾂ営業部 部長 

東日本営業部 部長 

 

  日野原 和久 ﾅｼｮﾅﾙﾁｪｰﾝ営業本部              大型店営業本部  

西日本営業部 部長             ｳｴﾙﾈｽ・ｱｽﾚﾃｨｯｸ営業部 部長 

 

  山中 英二  ﾗｲﾌｽﾀｲﾙﾁｬﾈﾙ営業本部 本部長         ｳｴﾙﾈｽ・ｱｽﾚﾃｨｯｸ事業部  

                              ｽﾎﾟｰﾂｱﾊﾟﾚﾙ営業部 部長 

 

 



 

 

 

   （新）                  （現） 

田中 勝次  ﾗｲﾌｽﾀｲﾙﾁｬﾈﾙ営業本部            小売部 部長 

ﾃﾞﾊﾟｰﾄ・ﾁｪｰﾝｽﾄｱ営業部 部長 

 

  吉崎 克哉  ﾗｲﾌｽﾀｲﾙﾁｬﾈﾙ営業本部            ｳｴﾙﾈｽ・ｱｽﾚﾃｨｯｸ事業部専門店営業部 部長 

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙﾁｬﾈﾙ営業部 部長 

 

  高木 克己  ﾘﾃｲﾙ営業部 部長              小売部 次長 

 

  伊藤 隆志  ﾐｽﾞﾉﾃｸﾆｸｽ㈱ 社長             ﾐｽﾞﾉﾃｸﾆｸｽ㈱ｺﾞﾙﾌ製造部 部長 

 

 

以  上  

                        

 

 （マスコミのお問合せ先） 

                        東京広報課  澤井・宮本     TEL．０３－３２３３－７０３７ 

                        大阪広報課  薬師寺・西田    TEL．０６－６６１４－８３７３ 

 


