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＜広報資料＞                      ２００６年２月２３日 

 

 

バンダイナムコグループの国内組織再編に伴う人事異動・機構改革のお知らせ 

 

株式会社バンダイナムコホールディングス 

                     社長：高須武男 所在地：東京都港区 

                        東証１部（証券コード７８３２） 

                   株式会社バンダイ 

                     社長：上野和典 所在地：東京都台東区 

                   株式会社ナムコ 

                     社長：石村繁一 所在地：東京都大田区 

  

バンダイナムコグループは、２００６年３月３１日付で国内におけるグループ組織の

再編の一環として、新設分割によりアミューズメント施設運営事業を行う新生・株式会

社ナムコを、また株式会社バンダイのビデオゲーム事業部と株式会社ナムコを統合し

「株式会社バンダイナムコゲームス」を、それぞれ設立します。 

これらの組織再編に伴う組織人事について、以下の通りお知らせいたします。 

 

株式会社バンダイナムコホールディングス 

 取締役の就任 （２００６年６月２６日付）  

  取締役の退任 （２００６年６月２６日付） 

 株式会社ナムコ（※新設分割により設立された新生・ナムコ） 

  組織     （２００６年３月３１日付） 

  取締役の担務 （２００６年３月３１日付） 

  執行役員の人事（２００６年３月３１日付） 

  部長職の人事 （２００６年３月３１日付） 

 取締役の就任 （２００６年６月１日付） 

 株式会社バンダイナムコゲームス 

  機構改革   （２００６年４月１日付） 

  取締役の担務 （２００６年４月１日付） 

  執行役員の人事（２００６年４月１日付） 

 部長職の人事 （２００６年４月１日付） 

  取締役の就任 （２００６年６月１日付） 

 株式会社バンダイ 

  機構改革  （２００６年４月１日付） 

  執行役員・部長職の人事（２００６年４月１日付） 

 



 2 

 

株式会社バンダイナムコホールディングス 

 

◆取締役の就任（２００６年６月２６日付） 

 ※以下は、２００６年６月２６日開催予定の定時株主総会ならびに取締役会での決議

を経て就任する予定の新任取締役候補です。 

新 氏  名 旧 

㈱バンダイナムコホールディングス 

取締役（非常勤） 兼 ㈱バンダイ

ナムコゲームス代表取締役社長 

ｲｼｶﾜ ｼｭｸｵ 

石川祝男 
㈱バンダイナムコゲームス 代表取締

役社長 

㈱バンダイナムコホールディングス 

取締役（非常勤） 兼 ㈱ナムコ 

代表取締役社長 

ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝ 

東 純 
㈱ナムコ 代表取締役社長 

 

◆取締役の退任（２００６年６月２６日付） 

 

取締役会長 高木九四郎（ﾀｶｷﾞ ｷｭｳｼﾛｳ） 

 →２００６年６月１日開催予定の㈱ナムコ（新生・ナムコ）および㈱バンダイナムコ

ゲームスの株主総会・取締役会後に両社の取締役会長に就任予定。 

 

 取締役（非常勤） 石村繁一（ｲｼﾑﾗ ｼｹﾞｲﾁ） 

 →２００６年４月１日付で、バンダイネットワークス㈱顧問就任予定。 

 

◆ご参考）６月２６日開催予定の株主総会後の取締役体制 

      代表取締役社長 高須武男 

      取締役     橘 正裕 

              早川正篤 

              田中慶治 

              仙田潤路 

              上野和典（非常勤） 

              石川祝男（非常勤） 

              東 純 （非常勤） 

              米 正剛（社外） 

              一條和生（社外） 
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株式会社ナムコ（新生・ナムコ） 

 

株式会社ナムコのアミューズメント施設運営部門などの新設分割により、新生・株式会

社ナムコを設立。また株式会社バンダイのビデオゲーム事業部と株式会社ナムコが統合

し社名変更により「株式会社バンダイナムコゲームス」が設立されます 

 

◆組織（２００６年３月３１日付） 

 新生・株式会社ナムコは「社長室」「監査室」のほか、以下の通りの役割を持つ本部

機能により組織構成されます。 

 「経営管理本部」 

  経営戦略、総務・人事、経理・財務の部門（グループ）を統括します。 

 「営業ディビジョン」 

  全国のアミューズメント施設の運営を行う部門（グループ）を統括します。 

 「営業開発ディビジョン」 

  アミューズメント施設の出店に関連する業務を行う部門（グループ）を統括します。 

 「チームナンジャディビジョン」 

  ナンジャタウン、フードテーマパークなどのテーマパークの企画運営を行う部門

（グループ）を統括します。 

 

◆取締役の担務（２００６年３月３１日付） 

 ※２００６年１月１１日付で発表しておりますが、組織名称の正式決定に伴い 

  正式な担務呼称が決定いたしましたので、お知らせします。 

 

取締役会長      中村雅哉（ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ） 

代表取締役社長      東 純 （ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝ） 

取締役 営業ディビジョン ディビジョンリーダー 東 啓二（ｱｽﾞﾏ ｹｲｼﾞ） 

  

◆執行役員の人事（２００６年３月３１日付） 

新 氏  名 旧 

執行役員 社長室 室長  ｲﾉ ｼｭｳﾍｲ 

猪野 修平 
㈱バンダイ 中国事業拓展部ゼネラル

マネージャー 

執行役員  

チームナンジャディビジョン  

ディビジョンリーダー 

ｲｹｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 

池澤 守 
執行役員 ＥＴカンパニー  

チームナンジャディビジョン  

ディビジョンリーダー 

執行役員 内部統制担当 補佐 ｵｵﾀ ﾔｽﾕｷ 

太田 保之 
執行役員 ＥＴカンパニー  

東日本営業ディビジョン  

ディビジョンリーダー 兼 西日本 

営業ディビジョン  

ディビジョンリーダー 
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執行役員 営業開発ディビジョン 

ディビジョンリーダー 

ｲｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ 

石村 浩二 
執行役員 ＥＴカンパニー  

ＥＴ開発ディビジョン  

ディビジョンリーダー 

執行役員 経営管理本部 本部長  ﾅﾑﾗ ﾋﾛｼ 

名村 宏 
執行役員 ＥＴカンパニー  

ＥＴ統括室 室長 

⇒旧所属に社名無記載の場合は、新設分割実施前の現・㈱ナムコ所属です。 

バンダイ ゼネラルマネージャー：部長職 

 

 

 

 

◆部長職の人事（２００６年３月３１日付） 

新 氏  名 旧 

経営管理本部 経営戦略グループ 

グループリーダー 

ｲｲﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 

飯山 正義 
ＥＴカンパニー ＥＴ統括室 

経営管理本部 総務・人事グループ 

グループリーダー 

ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｹﾞﾙ 

水谷 茂 
ＥＴカンパニー ＥＴ統括室  

ＥＴ業務管理グループ  

グループリーダー 

経営管理本部 経理・財務グループ 

グループリーダー 

ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 

鈴木 秀利 
コーポレート本部  

経理・財務グループ グループリーダー 

営業ディビジョン  

営業管理グループ  

グループリーダー 

ｷﾑﾗ ﾄｵﾙ 

木村 亨 
ＥＴカンパニー  

東日本営業ディビジョン  

セクションリーダー 

営業ディビジョン  

営業推進グループ  

グループリーダー 

ｱﾘｶﾞ ﾋﾃﾞｵ 

有賀 英雄 
ＥＴカンパニー  

西日本営業ディビジョン  

四国エリア エリアマネージャー 

営業ディビジョン  

機器統括グループ  

グループリーダー 

ｸﾛｾ ｺｳｲﾁﾛｳ 

黒瀬 光一郎 
ＥＴカンパニー  

ＥＴ統括室 機器統括グループ  

グループリーダー 

営業ディビジョン  

景品統括グループ  

グループリーダー 

 ｸｽｲ ｶﾂﾉﾘ 

楠井 克典 
ＥＴカンパニー ＥＴ統括室  

景品統括グループ グループリーダー 

営業開発ディビジョン  

企画開発グループ  

グループリーダー 

ｷｸﾁ ｼｭｳｲﾁ 

菊池 修一 
ＥＴカンパニー  

ＥＴ開発ディビジョン 

企画開発グループ  

グループーリーダー 

営業開発ディビジョン 出店開発

グループ グループリーダー 

ｲﾜﾔｸﾞﾁ ﾊﾙｵ 

岩屋口 治夫 
ＥＴカンパニー  

ＥＴ開発ディビジョン  

出店開発グループセクションリーダー 
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営業開発ディビジョン  

ＢＦＥグループ  

グループリーダー 

ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｱｷ 

河村 吉章 
インキュベーションセンター  

バリアフリーエンターテインメント 

ディビジョン  

ディビジョンリーダー 

兼 ＢＥサービスグループ  

グループリーダー 

チームナンジャディビジョン 

リアライザーグループ  

グループリーダー 

ｵｵﾀ ﾏｺﾄ 

太田 まこと 
ＥＴカンパニー  

チームナンジャディビジョン  

リアライザーグループ  

グループリーダー 

チームナンジャディビジョン 

第一プロデュ－スグループ  

グループリーダー 

ｳﾁｸﾗ ｵｻﾑ 

内倉 修 
ＥＴカンパニー  

チームナンジャディビジョン  

第一プロデュースグループ  

グループリーダー 

チームナンジャディビジョン 

第二プロデュ－スグループ  

グループリーダー 

ｵｵﾂ ﾀｹｼ 

大津 武 
ＥＴカンパニー  

チームナンジャディビジョン  

第二プロデュースグループ  

グループリーダー 

チームナンジャディビジョン 

ナンジャタウングループ  

グループリーダー 

ｲｼｶﾜ ﾌﾐｵ 

石川 文夫 
ＥＴカンパニー  

チームナンジャディビジョン  

ナンジャタウングループ  

グループリーダー 

社長室 特命担当 補佐 ｻﾙｶﾜ ﾅｵﾄ 

猿川 直人 
コーポレート本部長付 

社長室 ＳＢＵ管理担当 補佐 ﾀﾅｶ ﾃﾂｵ 

田中 哲夫 
ＥＴカンパニー ＥＴ統括室  

ＥＴ統括グループ  

グループリーダー 

社長室 ＳＢＵマーケティング 

担当 補佐 

 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋﾄｼ 

山形  仁 
コーポレート本部長付 補佐 

社長室 北米担当 補佐 ﾆｲﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 

新沼 和広 
経営戦略本部長付 補佐 

経営管理本部 ＥＴ事業研究担当 

補佐  

ﾋﾗﾉ ﾂﾖｼ 

平野  剛 
インキュベーションセンター  

ＩＣ統括グループ グループリーダー 

営業ディビジョン 危機管理担当 

補佐 

ﾀｶｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 

高木 信行 
ＥＴカンパニー  

西日本営業ディビジョン  

セクションリーダー 

営業ディビジョン  

マーケティング担当 補佐 

ｱｷﾉ ﾋﾛｷ 

秋野 宏樹 
ＥＴカンパニー  

ＥＴ開発ディビジョン  

出店開発グループ グループリーダー 



 6 

営業開発ディビジョン  

マーケティング担当 補佐 

ｸｻｶﾍﾞ ﾅｵｷ 

日下部 直樹 
インキュベーションセンター  

バリアフリーエンターテインメント 

ディビジョン ＢＥ機器グループ  

グループリーダー 

⇒旧所属に社名無記載の場合は、新設分割実施前の現・㈱ナムコ所属です。 

ナムコ  エリアマネージャー：一般 

ナムコ  セクションリーダー：一般 
ナムコ  補佐：部長職 
 

 

 

 

 

 

◆取締役の就任（２００６年６月１日） 

新 氏  名 旧 

㈱ナムコ 取締役会長  

兼 ㈱バンダイナムコゲームス 

取締役会長 

ﾀｶｷﾞ ｷｭｳｼﾛｳ 

高木九四郎 
㈱バンダイナムコホールディングス 

取締役会長 

 

◆ご参考）㈱ナムコの取締役体制 

 

（３月３１日時点）           （６月１日の株主総会後） 

 取締役会長   中村雅哉 ※      取締役会長   高木九四郎 

 代表取締役社長 東 純         代表取締役社長 東 純 

 取締役     東 啓二        取締役     東 啓二 

 

※中村雅哉は、２００６年６月１日開催予定の㈱ナムコの株主総会終結の時をもって 

取締役を退任し、㈱ナムコおよび㈱バンダイナムコゲームス名誉相談役に就任する 

予定です。 

なお、㈱バンダイナムコホールディングス最高顧問職については継続予定です。 
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株式会社バンダイナムコゲームス 

 

株式会社ナムコのアミューズメント施設運営部門などの新設分割により、新生・株式

会社ナムコを設立。また株式会社バンダイのビデオゲーム事業部と株式会社ナムコが

統合し社名変更により「株式会社バンダイナムコゲームス」が設立されます。 

 

◆機構改革（２００６年４月１日付） 

 株式会社バンダイのビデオゲーム部門との統合に伴い組織再編を行います。 

「社長室」「監査室」「新規事業室」に加え、以下の役割を持つ本部機能により組織構

成されます。 

「コンテンツ制作本部」 

家庭用ゲーム機・携帯ゲーム機向けソフトの企画開発を行う部門（グループ・ユニ

ット）などを統括します。 

 「ＡＭカンパニー」   

業務用ゲーム機の企画開発を行う部門（グループ・ユニット）などを統括します。 

 「ＷＭＣカンパニー」  

携帯電話向けコンテンツの企画開発を行う部門（グループ）などを統括します。 

 「Ｐ－７カンパニー」  

パチンコ・パチスロ液晶の開発を行う部門（グループ）などを統括します。 

 「ＣＳカンパニー」   

商品やサービスの営業・プロモーション・事業管理などを行う部門（グループ）を

統括します。 

「事業推進本部」    

法務、知的財産管理、広報などを行う部門（グループ）を統括します。 

 「コーポレート本部」 

総務、人事、経理・財務、関係会社管理などの管理部門（グループ）を統括します。 
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◆取締役の担務（２００６年４月１日付） 

 ※２００６年１月１１日付で発表しておりますが、組織名称の正式決定に伴い 

  正式な担務呼称が決定いたしましたので、お知らせします。 

 

取締役会長                       中村 雅哉（ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ） 

代表取締役社長                      石川 祝男（ｲｼｶﾜ ｼｭｸｵ） 

代表取締役副社長 コンシューマ事業統括         鵜之澤 伸（ｳﾉｻﾞﾜ ｼﾝ） 

取締役 ＡＭカンパニープレジデント           竹内 哲郎（ﾀｹｳﾁ ﾃﾂﾛｳ） 

取締役 ＣＳカンパニープレジデント           東海林 隆（ｼｮｳｼﾞ ﾀｶｼ） 

取締役 コーポレート本部長               浅見 和夫（ｱｻﾐ ｶｽﾞｵ） 

取締役 事業推進本部長                 清嶋 一哉（ｷﾖｼﾏ ｶｽﾞﾔ） 

取締役 社長室長                    浅古 有寿（ｱｻｺ ﾕｳｼﾞ） 

（兼バンダイナムコホールディングス経営管理部ゼネラルマネージャー） 

                     

 

◆執行役員の人事（２００６年４月１日付） 

新 氏  名 旧 

執行役員 コンテンツ制作本部 

副本部長 

 ﾖｺﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 

横山 茂 
執行役員 ＣＴカンパニー 

プレジデント付 

執行役員 コンテンツ制作本部 

副本部長 

 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾐ 

澤田 悦己 
㈱バンダイ ビデオゲーム事業部  

デピュティゼネラルマネージャー 

執行役員 コンテンツ制作本部 

コンテンツ編成局長 

 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞﾋｻ 

市川 秀久 
コンテンツ事業管掌付 

執行役員 ＡＭカンパニー 

バイスプレジデント  

兼 ＡＭ編成局長 

 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 

萩原 仁 
執行役員 ＡＭカンパニー  

ＡＭ編成局 編成局長 

執行役員 ＡＭカンパニー 

バイスプレジデント セールス 

担当 

 ｶｶﾞﾐ  ｱｷﾗ 

加々見 章 
ＡＭカンパニー  

ＡＭセールスグループ  

グループリーダー 

執行役員 ＷＭＣカンパニー 

プレジデント 

 ﾌｸﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 

福本 正史 
執行役員 ＣＸカンパニー 

バイスプレジデント 

執行役員 Ｐ－７カンパニー 

プレジデント 

 ﾀｼﾛ ｺｳｲﾁ 

田城 幸一 
執行役員 ＣＸカンパニー 

プレジデント 

執行役員 ＣＳカンパニー 

バイスプレジデント 

 ﾃﾞｶﾞﾜ ｹｲｼ 

出川 敬司 
執行役員 ＣＴカンパニー 

バイスプレジデント  

兼 ＣＴ統括室 室長 

⇒旧所属に社名無記載の場合は、新設分割実施前の現・㈱ナムコ所属です。 

バンダイ デピュティゼネラルマネージャー：次長職 
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◆部長職の人事（２００６年４月１日付） 

新 氏  名 旧 

コンテンツ制作本部  

制作管理グループ  

グループリーダー 

 ﾓﾘﾔﾏ  ｾｲｲﾁ 

森山 誠一 
ＣＴカンパニー ＣＴ統括室  

ＣＴ統括グループ グループリーダー 

コンテンツ制作本部  

技術グループ グループリーダー 

 ｻｲﾄｳ  ﾅｵﾋﾛ 

斎藤 直宏 
ＣＴカンパニー ＣＴ技術グループ 

グループリーダー 

コンテンツ制作本部  

ネットワーク・サーバグループ  

グループリーダー 

 ﾕﾊﾗ  ｱﾂｼ 

湯原 敦 
ＣＴカンパニー ネットワーク・サーバ

グループ グループリーダー 

コンテンツ制作本部  

第１制作ユニット 

ユニットリーダー 

 ﾅｶﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ 

中谷 始 
ＣＴカンパニー  

ＣＴ開発戦略室（開発） 

コンテンツ制作本部  

第２制作ユニット  

ユニットリーダー 

 ｻﾉ  ﾀｶｼ 

佐野 孝 
ＣＴカンパニー  

ＣＴ開発戦略室（開発） 

コンテンツ制作本部  

第３制作ユニット  

ユニットリーダー 

 ﾂﾕｷ   ﾕｳｼﾞ 

露木 雄二 
ＣＴカンパニープレジデント付 補佐 

コンテンツ制作本部  

第４制作ユニット  

ユニットリーダー 

 ﾅｶﾑﾗ ｲｻｵ 

中村 勲 
ＣＴカンパニー  

ＣＴ開発戦略室（開発中目黒） 

コンテンツ制作本部  

第５制作ユニット  

ユニットリーダー 

 ﾊﾗ ﾄｼﾔ 

原 敏也 
ＣＴカンパニー  

ＣＴ開発戦略室（開発大阪） 

コンテンツ制作本部  

第６制作ユニット  

ユニットリーダー 

 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾏｺﾄ 

吉積 信 
ＣＴカンパニー  

ＣＴ開発戦略室（開発） 

コンテンツ制作本部  

第７制作ユニット  

ユニットリーダー 

 ﾌｶﾜ  ﾀｶｼ 

普川 隆志 
ＣＴカンパニー  

ＣＴセールスディビジョン  

ＰＣ事業グループ グループリーダー 

コンテンツ制作本部  

Ｂプロダクション  

プロダクションリーダー 

 ｲﾏﾆｼ ﾄﾓｱｷ 

今西 智明 
㈱バンダイ ビデオゲーム事業部 

戦略開発チーム マネージャー 

コンテンツ制作本部  

ユーザーサポートグループ  

グループリーダー 

ｶｻﾏﾂ  ﾏｻｵ 

笠松 雅夫 

 

ＣＴカンパニー  

ＣＴセールスディビジョン  

ＣＳ推進グループ グループリーダー 
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ＡＭカンパニー  

品質保証室 室長（変更無し） 

 ｵｵｻﾜ  ﾐﾂﾊﾙ 

大沢 光治 
ＡＭカンパニー  

ＡＭ品質保証室 室長 

ＡＭカンパニー  

第１ＡＭ制作ユニット 

ユニットリーダー 

 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 

小林 弘幸 
ＡＭカンパニー  

ＡＭクリエイターグループ 

ＡＭカンパニー  

第２ＡＭ制作ユニット  

ユニットリーダー 

 ｵｻﾀﾞ  ﾘｭｳｲﾁ 

 長田 隆一 
ＡＭカンパニー  

ＡＭクリエイターグループ 

ＡＭカンパニー  

第３ＡＭ制作ユニット  

ユニットリーダー 

ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 

小山 順一朗 
ＡＭカンパニー  

ＡＭクリエイターグループ 

 

ＡＭカンパニー  

ＡＭクリエイターグループ  

グループリーダー（変更無し） 

 ｱｲｷ  ｼﾝｲﾁﾛｳ 

相木 伸一郎 
ＡＭカンパニー  

ＡＭクリエイターグループ  

グループリーダー 

ＡＭカンパニー  

ＡＭ特機事業グループ  

グループリーダー 

 ｵｵｽｷﾞ ｱｷﾗ 

大杉 章 
ＡＭカンパニープレジデント付 補佐 

ＡＭカンパニー  

ＡＭ業務管理グループ  

グループリーダー（変更無し） 

 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾄｼｶｽﾞ 

森永 俊和 
ＡＭカンパニー  

ＡＭ業務管理グループ  

グループリーダー 

ＡＭカンパニー  

ＡＭ技術環境グループ  

グループリーダー（変更無し） 

 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾗ 

大久保 明 
ＡＭカンパニー  

ＡＭ技術環境グループ  

グループリーダー 

ＡＭカンパニー  

ＡＭ海外セールスグループ  

グループリーダー 

ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾀｶ 

村上 員隆 
ＡＭカンパニー ＡＭ生産グループ 

ＡＭカンパニー  

ＡＭ国内セールスグループ  

グループリーダー 

 ｲｼﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 

石淵 日出樹 
ＡＭカンパニー  

ＡＭセールスグループ東日本 

ＡＭカンパニー  

ＡＭ生産グループ  

グループリーダー（変更無し） 

 ｻｶﾓﾄ ｵｻﾑ 

坂本 修 
ＡＭカンパニー  

ＡＭ生産グループ  

グループリーダー 

ＡＭカンパニー  

ＡＭサービスグループ  

グループリーダー（変更無し） 

 ﾐﾔｻｶ  ﾐﾁｵ 

宮坂 実智夫 
ＡＭカンパニー  

ＡＭサービスグループ  

グループリーダー 

ＷＭＣカンパニー  

ＷＭＣ事業推進グループ  

グループリーダー 

 ｶﾄｳ  ﾅｵﾋｺ 

加藤 尚彦 
ＣＸカンパニー  

ＷＭＣビジネスディベロップメント 

グループ  

グループリーダー 
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ＷＭＣカンパニー  

ＷＭＣ開発・運営グループ  

グループリーダー 

 ｲﾜｾ ﾀｶｼ 

岩瀬 隆 
ＣＸカンパニー  

ＷＭＣコンテンツ開発・運営グループ 

グループリーダー 

Ｐ－７カンパニー  

Ｐ－７業務推進グループ  

グループリーダー 

 ｽｽﾞｷ  ﾋﾃﾞﾅｵ 

鈴木 英直 
ＣＸカンパニー  

Ｐ－７業務推進グループ  

グループリーダー 

Ｐ－７カンパニー  

Ｐ－７開発グループ 

グループリーダー 

 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ 

岡﨑 博道 
ＣＸカンパニー  

Ｐ－７クリエイターグループ  

グループリーダー 

ＣＳカンパニー  

ＣＳ事業管理グループ  

グループリーダー 

 ｸｻｶﾍﾞ ﾋﾄｼ 

日下部 仁志 
㈱バンダイ ビデオゲーム事業部  

事業戦略チーム マネージャー 

ＣＳカンパニー  

ＣＳ営業グループ  

グループリーダー 

 ﾆｼｻﾞﾜ ﾌﾕｷ 

西澤 冬樹 
㈱バンダイ 営業企画チーム  

マネージャー 

ＣＳカンパニー  

ＣＳプロモーショングループ  

グループリーダー 

 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ 

渡辺 浩孝 
㈱バンダイ ビデオゲーム事業部 

プロモーションチーム マネージャー 

ＣＳカンパニー  

ＣＳ海外事業グループ  

グループリーダー 

 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｹﾌﾐ 

兵藤 岳史 
ＣＴカンパニー  

ＣＴセールスディビジョン  

ＣＴ販売戦略室 室長 

監査室 室長（変更無し）   ｱｻｶｹﾞ ﾕﾀｶ 

朝蔭 裕 
監査室 室長 

事業推進本部 法務グループ 

グループリーダー 

 ﾀｻｷ  ﾖｼﾉﾘ 

田﨑 吉則 
経営戦略本部 知的財産グループ 

事業推進本部 特許グループ 

グループリーダー 

 ﾅﾐｷ   ｶﾂﾄｼ 

 並木 克智 
経営戦略本部 知的財産グループ 

事業推進本部 ライツグループ 

グループリーダー 

 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 

杉山 学 
経営戦略本部 知的財産グループ 

事業推進本部 広報グループ 

グループリーダー 

 

 ﾊｽﾔ  ｼﾝ 

蓮舎 真 
経営戦略本部 広報・ＩＲグループ 

コーポレート本部 総務グループ 

グループリーダー 

 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 

小林 徹 
コーポレート本部 総務・コンプライア

ンスグループ グループリーダー 

コーポレート本部 人事グループ 

グループリーダー   （変更無し） 

 ｵｵｸﾎﾞ  ﾋﾛﾕｷ 

大久保 博行 
コーポレート本部 人事グループ  

グループリーダー 

コーポレート本部  

ＩＴ統括グループ  

グループリーダー   （変更無し） 

 ｼﾓﾑﾗ ｲﾁﾛｳ 

下村 市郎 
コーポレート本部  

ＩＴ統括グループ  

グループリーダー 
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コーポレート本部  

経理・財務グループ  

グループリーダー 

ﾂｸﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 

佃 信昭 
ＣＴ統括室  

ＣＴ業務管理グループ  

グループリーダー 

コーポレート本部  

関係会社管理グループ  

グループリーダー（変更無し） 

ｺｶﾞﾈｲ  ﾏｻﾃﾙ 

小金井 昌照 
コーポレート本部  

関係会社管理グループ  

グループリーダー 

新規事業室 室長  ﾄｸｴ   ｱｷﾋｺ 

徳江 晶彦 
インキュベーションセンター  

事業開発グループ グループリーダー 

⇒旧所属に社名無記載の場合は、新設分割実施前の現・㈱ナムコ所属です。 

バンダイ マネージャー：課長職 

ナムコ  グループリーダー：部長職 
ナムコ  補佐：部長職 
 

◆取締役の就任（２００６年６月１日） 

新 氏  名 旧 

㈱バンダイナムコゲームス 

取締役会長 

 兼 ㈱ナムコ 取締役会長 

ﾀｶｷﾞｷｭｳｼﾛｳ 

高木九四郎 
㈱バンダイナムコホールディングス 

取締役会長 

 

◆ご参考）バンダイナムコゲームスの取締役体制 

 

（４月１日時点）           （６月１日の株主総会後） 

取締役会長    中村雅哉※     取締役会長    高木九四郎 

代表取締役社長  石川祝男      代表取締役社長  石川祝男 

代表取締役副社長 鵜之澤 伸     代表取締役副社長 鵜之澤 伸 

取締役      竹内哲郎      取締役      竹内哲郎 

      東海林 隆              東海林 隆 

      浅見和夫               浅見和夫 

      清嶋一哉               清嶋一哉 

      浅古有寿               浅古有寿 

 

※中村雅哉は、２００６年６月１日開催予定の㈱バンダイナムコゲームスの株主総会 

終結の時をもって取締役を退任し、㈱バンダイナムコゲームスおよび㈱ナムコの名誉

相談役に就任する予定です。 

なお、㈱バンダイナムコホールディングス最高顧問職については継続予定です 
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株式会社バンダイ 

 

◆機構改革（２００６年４月１日付） 

＊法務部を法務・知的財産部に名称変更します。 

＊開発統括部と技術開発室を統合し生産・技術支援部に名称変更します。 

＊ガールズトイ事業部からガールズプロダクト企画室を独立させ、ガールズプロダクト

プランニングオフィスを新設します。 

 

◆執行役員・部長職の人事（２００６年４月１日付） 

新 氏  名 旧 

新規事業室  

ゼネラルマネージャー（変更無し） 

ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 

山崎進一 
新規事業室 ゼネラルマネージャー 

 

メディア部  

ゼネラルマネージャー 

 ﾀｹﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 

竹中一博 
メディア部  

デピュティゼネラルマネージャー 

法務・知的財産部  

ゼネラルマネージャー             

ｵｿﾞﾉｴ ｹﾝｲﾁ 

小薗江健一 
法務部 ゼネラルマネージャー  

文化事業推進室  

ゼネラルマネージャー（変更無し） 

ｻｻ ﾐﾁｵ 

楽々道夫 
文化事業推進室  

ゼネラルマネージャー 

執行役員 トイ事業統括部  

ゼネラルマネージャー   

 ｻﾜﾊﾀ ﾋﾃﾞｵ 

澤畑英雄 
トイ事業統括部  

デピュティゼネラルマネージャー 

生産・技術支援部  

ゼネラルマネージャー             

 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋｺ 

山本敏彦 
開発統括部 ゼネラルマネージャー 

執行役員 ボーイズトイ事業部 

ゼネラルマネージャー 

 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 

 佐藤明宏 
ガールズトイ事業部  

デピュティゼネラルマネージャー  

執行役員 ガールズトイ事業部 

ゼネラルマネージャー  

兼 ガールズプロダクトプラン 

ニングオフィス ゼネラルマネー

ジャー    

 ｲﾘｴ ｺｳ 

入江 耕 
執行役員 ガールズトイ事業部  

ゼネラルマネージャー 

執行役員 プレイトイ事業部  

ゼネラルマネージャー（変更無し） 

 ｵﾇﾏ ﾄﾓﾔ 

小沼智哉 
執行役員 プレイトイ事業部  

ゼネラルマネージャー 

執行役員 ホビー事業部  

ゼネラルマネージャー 

 ﾅｶｼﾞﾏ ｲﾜｵ 

 中嶋 巌 
執行役員 ボーイズトイ事業部  

ゼネラルマネージャー 

執行役員 ベンダー事業部  

ゼネラルマネージャー 

（変更無し） 

 ｺﾐﾔﾏ ｾﾞﾝｲﾁ 

 小宮山善一 
執行役員 ベンダー事業部  

ゼネラルマネージャー 

 

執行役員 カード事業部  

ゼネラルマネージャー（変更無し） 

 ﾀｵ ﾖｼﾀｶ 

垰 義孝 
執行役員 カード事業部  

ゼネラルマネージャー 
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執行役員 キャンディ事業部  

ゼネラルマネージャー 

 ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 

竹内 淳 
メディア部 ゼネラルマネージャー 

執行役員 アパレル事業部  

ゼネラルマネージャー（変更無し） 

 ｾｷﾉ ﾕｳｷﾁ 

関野裕吉 
執行役員 アパレル事業部  

ゼネラルマネージャー 

執行役員 ライフ事業部  

ゼネラルマネージャー（変更無し） 

 ｵｸﾔﾏ ﾐﾈｵ 

奥山峯雄 
執行役員 ライフ事業部  

ゼネラルマネージャー 

プロダクト保証部  

ゼネラルマネージャー（変更無し） 

 ｶﾀｾ ｹﾝｼﾞ 

片瀬健二 
プロダクト保証部  

ゼネラルマネージャー 

総務・人事部  

ゼネラルマネージャー  

兼 ＳＳ推進室  

ゼネラルマネージャー（変更無し） 

 ｱｲﾊﾞ ﾖｼｵ 

相羽義夫 
総務・人事部  

ゼネラルマネージャー  

兼 ＳＳ推進室 

ゼネラルマネージャー 

経理部 ゼネラルマネージャー  ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ 

石井勝之 
経営戦略室  

デピュティゼネラルマネージャー 

情報システム部  

ゼネラルマネージャー（変更無し） 

 ｶﾅｲ ﾏｻｵ 

金井正雄 
情報システム部  

ゼネラルマネージャー 

バンダイ デピュティゼネラルマネージャー：次長職 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

㈱バンダイナムコホールディングス広報ＩＲ担当 田上
たが み

、町田
まち だ

（茂
しげる

）TEL：03-5783-5503 

㈱ナムコ 広報・ＩＲグループ 蓮舎
はす や

、馬場
ば ば

 TEL：03-3756-8698 

㈱バンダイ 社長室広報チーム 梅田
うめ だ

 TEL：03-3847-5005 

 


