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平成23年３月11日 

各 位 

会 社 名 株式会社アシックス 

代表者名 代表取締役社長    尾山 基 

（コード番号：7936 東証第一部・大証第一部） 

問合せ先 取締役執行役員・管理統括部長兼研究部門担当 

                                                          佐野 俊之    

                                            TEL．(078) 303－2213  

 

機構改革および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年３月11日開催の取締役会において、新中期経営計画「アシックス・グロース・プラン（AGP）

２０１５」（平成22年11月16日付公表）に従い、機構改革および重要な人事異動について決議いたしました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．機構改革（平成23年４月１日付） 

主要目的 

（１）グローバルセールス・マーケティング機能の強化 

（２）日本市場におけるマーケティング力の強化 

（３）リテールビジネスの強化 

（４）ベースボール事業、オニツカタイガー事業の強化 

（５）東京支社、関西支社の販売力強化 

 

主要内容 

（１）グローバルセールス・マーケティング統括室の設置 

グローバルセールス戦略、マーケティング戦略の立案、実行を強化する。 

（２）国内営業本部の名称変更および組織改編 

① 国内営業本部をアシックスジャパン営業本部に名称変更する。 

② マーケティング統括部を設置し、日本市場の分析、マーケティング戦略立案、実行を行う。 

③ リテール統括室を設置し、自主管理売場の拡大を強化する。 

④ ベースボール事業部を設置し、商品企画、広告宣伝、販売など一貫して行う。 

⑤ オニツカタイガー事業部を設置し、商品企画、広告宣伝、販売など一貫して行う。 

⑥ 東京支社、関西支社のエリアスポーツ販売部を分割、チェーンスポーツ・ライフスタイル販売部を

設置し、各エリア、チャネルにおける販売力を強化する。 
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（３）フットウエア統括部の組織改編 

ランニング・スポーツスタイル開発部をランニング開発部とスポーツスタイル開発部に分割し、グロ

ーバル主力カテゴリーであるランニングシューズの開発とスポーツスタイル製品の開発を強化する。 

（４）アパレル・エクィップメント統括部の組織改編 

生産技術部を生産部と技術部に分割し、コスト管理、納期管理と品質管理を強化する。 

 

２．代表取締役の担当の異動（平成23年４月1日付） 

氏 名 新 旧 

尾山 基 代表取締役社長ＣＥＯ 代表取締役社長 

 

３．取締役執行役員の担当の異動（平成23年４月１日付） 

氏 名 新 旧 

佐野 俊之 取締役常務執行役員 管理統括部長

兼 研究部門担当 

取締役執行役員 管理統括部長 兼

研究部門担当 

松尾 和人 取締役執行役員 アシックスジャパン

営業本部長 兼 ナショナルチェーン

営業統括部長 

取締役執行役員 国内営業本部副本部

長 兼 東日本営業統括部長 兼 ナ

ショナルチェーン営業統括部長 

清水 裕一郎 取締役 福井アシックス工業株式会社

担当 

取締役常務執行役員 アパレル・エクィ

ップメント統括部長 

織田 信雄 取締役 アシックスアメリカコーポレ

ーション（社長補佐） 

取締役執行役員 アシックスアメリカ

コーポレーション会長 兼 ＣＥＯ 

千原 芳雄 取締役 アシックス物流株式会社（社長

補佐） 

取締役執行役員 国内営業本部長 

 

４．執行役員の異動（平成23年４月１日付） 

氏 名 新 旧 

池田 新 執行役員 アパレル・エクィップメント

統括部長 

執行役員 アシックスオセアニア

PTY.LTD.代表取締役社長 

加藤 克巳 

 

執行役員 グローバルセールス・マーケ

ティング統括室長 兼 アシックスジ

ャパン営業本部 リテール統括室長 

執行役員 グローバル事業室長 

土方 政雄 執行役員 アシックスジャパン営業本

部 副本部長（企画担当） 兼 マーケ

ティング統括部長 

執行役員 マーケティング統括部長 

平本 博 執行役員 アシックスジャパン営業本

部 副本部長（業務担当） 

執行役員 国内営業本部 国内営業統

括部長 

山根 至 執行役員 アシックスジャパン営業本

部 東日本営業統括部長 兼 東京支

社長 

国内営業本部 東日本営業統括部東京

支社長 
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５．その他重要な異動（平成23年４月１日付） 

氏 名 新 旧 

加藤 勲 管理統括部 副統括部長（法務、経理財

務担当） 兼 経理財務部長 

管理統括部 経理財務部長 

マーク・パンサール グローバルセールス・マーケティング副

統括室長 

マーケティング統括部マーケティング

部長付 

松本 博佐 アジア・パシフィック統括室副統括室長 経営企画室長付 

江崎 敦 アシックスジャパン営業本部 本部室

長 

国内営業本部 国内営業統括部 統括

推進室長 

端 義夫 アシックスジャパン営業本部 お客様

相談室長 

国内営業本部 国内営業統括部営業企

画部長 

末政 健 アシックスジャパン営業本部 販売計

画部長 

国内営業本部 国内営業統括部販売計

画部アスレチック・スポーツスタイル販

売計画チームマネジャー 

福井 良守 アシックスジャパン営業本部 マーケ

ティング統括部マーケティング部長 

マーケティング統括部マーケティング

部長 

丸山 博之 アシックスジャパン営業本部 マーケ

ティング統括部スポーツプロモーショ

ン部長 

マーケティング統括部副統括部長 兼

インドア・アスレチックプロモーション

部長 

深尾 忠央 アシックスジャパン営業本部 ベース

ボール事業部長 兼 プロモーション

部長 

国内営業本部 国内営業統括部ベース

ボールマーケティング部長 兼 マー

ケティングチームマネジャー 

渡邉 良一 アシックスジャパン営業本部 ベース

ボール事業部戦略室長 

国内営業本部 国内営業統括部ベース

ボールマーケティング部事業戦略チー

ム 

店田 行延 アシックスジャパン営業本部 ベース

ボール事業部企画開発生産部長 

経営企画室経営企画チームマネジャー 

平野 弘 アシックスジャパン営業本部 ベース

ボール事業部関西販売部長 

関西支社 チェーンスポーツ販売部長 

杉本 欣也 アシックスジャパン営業本部 ベース

ボール事業部東京販売部長 

東京支社 ユービッククリエイション

販売部長 

庄田 良二 アシックスジャパン営業本部 オニツ

カタイガー事業部長 

プロダクトマーケティング統括部長付 

川本 勝彦 アシックスジャパン営業本部 オニツ

カタイガー事業部販売部長 

関西支社 チェーンスポーツ販売部第

２販売チームマネジャー 

石塚 達信 アシックスジャパン営業本部 東日本

営業統括部東日本営業管理部長 

管理統括部 東日本総務経理部長 

金谷 泰明 アシックスジャパン営業本部 西日本

営業統括部関西支社長 

アシックス九州販売株式会社  

藤畠 英夫 アシックスジャパン営業本部 西日本

営業統括部西日本営業管理部長 

管理統括部 西日本総務経理部長 

高岡 典男 フットウエア統括部 ランニング開発

部長 

フットウエア統括部 ランニング・スポ

ーツスタイル開発部長 

上野 聖逸 フットウエア統括部 スポーツスタイ

ル開発部長 

フットウエア統括部 ランニング・スポ

ーツスタイル開発部スポーツスタイル

開発チームマネジャー 

西谷 透 アパレル・エクィップメント統括部 副

統括部長 

江蘇愛世克私有限公司総経理 
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氏 名 新 旧 

高倉 正敏 アパレル・エクィップメント統括部 ア

スレチック開発部長 

アパレル・エクィップメント統括部 マ

テリアルチームマネジャー 

石井 丈喜 アパレル・エクィップメント統括部 ラ

イフスタイル開発部長 

アパレル・エクィップメント統括部 ア

スレチック開発部オリジナルイベント

チームマネジャー 

田井 英登 アパレル・エクィップメント統括部 生

産部長 

アパレル・エクィップメント統括部 ラ

イフスタイル開発部長 兼 スクール

チームマネジャー 

西原 哲也 アパレル・エクィップメント統括部 技

術部長 

アパレル・エクィップメント統括部 生

産技術部設計チームマネジャー 

山下 桂一 東京支社 東京支社推進室長 東京支社 スクール販売部長 

三宅 淳 東京支社 エリアスポーツ第１販売部

長 

東京支社 エリアスポーツ販売部第１

販売チームマネジャー 

久野 彰也 東京支社 エリアスポーツ第２販売部

長 

東京支社 チェーンスポーツ販売部長 

小川 淳一郎 東京支社 チェーンスポーツ・ライフス

タイル販売部長 

東京支社 百貨店販売部長 

中西 正 東京支社 百貨店販売部長 東京支社 エリアスポーツ販売部長 

秋月 健 関西支社 関西支社推進室長 国内営業本部 国内営業統括部お客様

相談室長 

伊藤 雄児 関西支社 エリアスポーツ第１販売部

長 

関西支社 百貨店販売部長 

大薮 芳孝 関西支社 エリアスポーツ第２販売部

長 

アパレル・エクィップメント統括部アス

レチック開発部長 

酒井 克巳 関西支社 エリアスポーツ第３販売部

長 

関西支社 ユービッククリエイション

販売部長 

河上 充宏 関西支社 チェーンスポーツ・ライフス

タイル販売部長 

関西支社 チェーンスポーツ販売部第

１販売チームマネジャー 

佐々木 徹 関西支社 百貨店販売部長 関西支社 百貨店販売部第２販売チー

ムマネジャー 

石田 昌也 ナショナルチェーン営業統括部ナショ

ナルチェーン販売部長 

アシックス東北販売株式会社 出向 

 

以上 


