
 

2016 年 1 月 27 日 

各 位 

会社名： 株式会社 アミューズ 
代表者名： 代表取締役社長 畠中 達郎 
 （コード：４３０１、東証第一部） 
問合せ先： 執行役員 宮腰 俊男 
 （０３－５４５７－３３０２） 

 

組織改編及び人事異動の件 

 

当社は、本日（2016 年 1 月 27 日）開催の取締役会において、下記のとおり組織変更及び人事異動を決議いたしまし

たのでお知らせいたします。 

 
記 

１． 組織改編の目的と内容（2016年 4月 1日付） 
 
(1) 組織改編の目的 
事業環境の急速な変化への対応、既存ビジネスを発展させながら新たな事業領域へのチャレンジ、将来を
展望した次世代人材の育成等を図るため 2016年 4月 1日付で組織改編・人事異動を行います。 

   

  (2) 組織改編の内容 
・マネージメント各部を再編すると同時に、サザンオールスターズプロジェクト・福山プロジェクト・

スポーツ文化事業部・舞台制作部を新設 
   ・国際企画開発部をアジア事業部に改編 

・特命プロジェクト担当部署として社長室を新設 

・アニメ関連事業及び新規ＩＰの開発を行うコンテンツ開発事業部を新設 

   ・ＣＳ事業各部・デジタルビジネス事業部をＦＣ事業部・ＭＤ事業部・デジタルコンテンツ部に再編し、

顧客ビジネスの業務領域を再編成 

   ・グループ会社の増加に伴い、グループ財務部をグループ管理部より独立・新設 

    

(3) 新組織図（別紙参照） 
 

２． 人事異動の内容 
  取締役・執行役員・部長人事（2016年 4月 1日付） 

新役職名 氏 名 旧役職名 

常務取締役 

サザンオールスターズプロジェクト、第６・

７・８マネージメント部、舞台制作部、マネ

ージメント情報管理部、グループ総務部、

グループ人事部所管 

市毛 るみ子 

常務取締役 

第５・６・７・８・９・10 マネージメント部、

マネージメント情報管理部、 

映像製作部所管 

常務取締役 

福山プロジェクト、第１・２・３・４・５マネージ

メント部、スポーツ文化事業部、映像製作

部、メディアディストリビューション事業部、

ＦＣ事業部、ＭＤ事業部、ＣＳ事業推進

部、デジタルコンテンツ部、ライツマネー

ジメント部、アジア事業部所管 

相馬 信之 

常務取締役 

第１・２・３・４マネージメント部、メディ 

アディストリビューション事業部、第１・

２・３ＣＳ事業部、ＣＳ事業推進部、デジ

タルビジネス事業部、ライツマネージメ

ント部所管 



新役職名 氏 名 旧役職名 

上席執行役員（新任） 

グループ総務部、グループ人事部担当

（兼 グループ人事部長） 

福岡 毅 

執行役員 

第１・２・３・４マネージメント部、第１・２・

３ＣＳ事業部、ＣＳ事業推進部担当 

（兼 第４マネージメント部長、第２ＣＳ

事業部長） 

上席執行役員（新任） 

福山プロジェクト、映像製作部、メディアデ

ィストリビューション事業部担当 

原田 知明 

執行役員 

第７・８マネージメント部、映像製作部、

メディアディストリビューション事業部担

当 

執行役員 

グループ経営企画部、グループＩＴ企画部

担当 

(兼 グループＩＴ企画部長) 

宮腰 俊男 

執行役員 

デジタルビジネス事業部、グループ経

営企画部、グループ管理部、ＩＴ企画部

担当 

（兼 ＩＴ企画部長） 

執行役員 

第６･７マネージメント部、舞台制作部担当 
千葉 伸大 

執行役員 

第９・１０マネージメント部担当 

（兼 第１０マネージメント部長） 

執行役員 

第１・２・３マネージメント部、スポーツ文化

事業部担当 

（兼 第２マネージメント部長） 

荒木 宏幸 

執行役員 

第５・６マネージメント部担当 

（兼 第５マネージメント部長） 

執行役員 

コンテンツ開発事業部担当 

（兼 コンテンツ開発事業部長） 

青木 普起 

執行役員 

国際企画開発部担当 

（兼 国際企画開発部長） 

執行役員 

アジア事業部担当 

(AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE Pte. Ltd. 

代表取締役社長 

CROONER PTE.LTD.代表取締役社長） 

宮野 治彦 

執行役員 

アジア担当 

(AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE Pte. 

Ltd. 代表取締役社長 

CROONER PTE.LTD.代表取締役社長) 

執行役員 

社長室付 
都丸 雅明 

執行役員 

グループ総務部、グループ人事部担

当 

（兼 グループ総務部長、グループ人

事部長） 

執行役員(新任) 

第４・５マネージメント部担当 
山口 雄一 第２マネージメント部長 

執行役員（新任） 

ＦＣ事業部、ＭＤ事業部、ＣＳ事業推進

部、デジタルコンテンツ部、ライツマネー

ジメント部担当 

（兼 デジタルコンテンツ部長） 

大野 貴広 デジタルビジネス事業部長 

執行役員(新任) 

第８マネージメント部担当 

（兼 第８マネージメント部長） 

納富 聡 第８マネージメント部長 

  



新役職名 氏 名 旧役職名 

執行役員（新任） 

グループ管理部、グループ財務部担当

(兼 グループ管理部長) 

大嶋  敏史  
エグゼクティブプロデユーサー 

グループ管理部長 

エグゼクティブプロデユーサー 

アミューズ総合研究所担当 

（兼 アミューズ総合研究所部長） 

伊藤 理恵子 

執行役員 

アミューズ総合研究所担当 

（兼 アミューズ総合研究所部長） 

エグゼクティブプロデユーサー 

社長室担当 

（兼 社長室部長） 

豊田 勝彦 

エグゼクティブプロデユーサー 

アミューズ総合研究所、ビジネスオリジ

ネーションプロジェクト担当 

エグゼクティブプロデユーサー(新任) 

ＣＳ事業推進部担当 

（兼 ＣＳ事業推進部長） 

山科 功 
第３ＣＳ事業部長  

兼 ＣＳ事業推進部長 

エグゼクティブプロデユーサー(新任) 

ライツマネージメント部担当 
森崎 升也 ライツマネージメント部長 

エグゼクティブプロデューサー（新任） 

サザンオールスターズプロジェクト、第１マ

ネージメント部担当 

（兼 サザンオールスターズプロジェクト部

長、第１マネージメント部長） 

中西 正樹 第１マネージメント部長 

エグゼクティブプロデユーサー(新任) 

福山プロジェクト担当 

(兼 福山プロジェクト部長) 

佐藤 宏 第６マネージメント部長 

エグゼクティブプロデユーサー(新任) 

第５マネージメント部担当 

(兼 第５マネージメント部長) 

大川 弘美 第３マネージメント部長 

第７マネージメント部長  

兼 舞台制作部長 
小見 太佳子 第９マネージメント部長 

グループ総務部長 山口 照代 第７マネージメント部長 

第３マネージメント部長（新任） 齋藤 英大 第１マネージメント部 次長 

第４マネージメント部長  

兼 スポーツ文化事業部長（新任） 
依田 剛大 第５マネージメント部 次長 

第６マネージメント部長（新任） 佐藤 仁美 第１０マネージメント部 次長 

ＦＣ事業部長（新任） 川島 朋子 第２ＣＳ事業部 第１制作室長 

ＭＤ事業部長（新任） 高橋 由香里 第３ＣＳ事業部 第２ＭＤ制作室長 

ライツマネージメント部長（新任） 真家 基成 ライツマネージメント部 次長 

アジア事業部長（新任） 

（兼 艾米斯传媒（上海）有限公司 董事） 
山内 学 

国際企画開発部 国際管理室 

（艾米斯传媒（上海）有限公司 出向） 

グループ財務部長（新任） 太田 初江 グループ管理部 専任部長 

福山プロジェクト 専任部長 五十嵐 正子 第１ＣＳ事業部長 

以  上 

 

 

 

 



 

 

 

＜別紙＞　2016年4月１日付　㈱アミューズ組織図
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（名称変更）

第１マネージメント部

第２マネージメント部

第３マネージメント部

第４マネージメント部

第５マネージメント部

第６マネージメント部

第７マネージメント部

第８マネージメント部

スポーツ文化事業部

マネージメント情報管理部

映像製作部

舞台制作部

コンテンツ開発事業部

FC事業部

MD事業部

CS事業推進部

デジタルコンテンツ部

ビジネスアライアンス部

ライツマネージメント部

社長室

グループ経営企画部

グループ財務部

グループ総務部

グループ人事部

グループＩＴ企画部
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メディアディストリビューション事業部

サザンオールスターズプロジェクト

福山プロジェクト

グループ管理部

アジア事業部

アミューズ総合研究所


