
　　　　　　会社名　　株式会社 ラピーヌ
　　　　　　代表者名　代表取締役　青井康弘
　　　　　 　  (コード番号 ８１４３)

　　　　　　問合せ先　常務執行役員経営統括本部長　尾﨑史照
　　　　　　　（TEL　０６－６９４６－３６００）

　下記の通り、組織の変更及び人事異動を行ないますので、お知らせいたします。

Ⅰ．組織変更
１．２０２０年２月１日付
　部門の統廃合、組織のスリム化により業務執行の効率化と意思決定のスピードアップを図るため、
　以下のとおり組織の再編を行います。
　①事業本部を営業本部へ統合し、営業本部下にブランドグループ別に企画部と百貨店販売部の組織として、
　　第一事業部、第二事業部、第三事業部を新設する。

　　・第一事業部第一企画部はBC･RU･VV･IS、第二企画部はBU･MG、m0851部はm0851ブランドを取り扱う。
　　・第二事業部第一企画部はMJ･JR･GJ･LJ、第二企画部はJブランドを取り扱う。
　　・第三事業部第一企画部はPC･PL、第二企画部はFC･F･MKブランドを取り扱う。
　②営業本部下に、専門店販売部の組織として、第四事業部を新設する。
　③生産本部を営業本部へ統合し、営業本部下に生産事業部を新設する。
　④営業本部下の東京店、大阪店を廃止する。

２．２０２０年３月１日付

　WEB事業本部下にIT系技術を担当する部門としてテクニカルサポート部を新設する。

※ブランド略号の説明

　BC:ﾗﾋﾟｰﾇﾌﾞﾗﾝｼｭ　　RU:ﾗﾋﾟｰﾇﾙｰｼﾞｭ　　　VV:ﾊﾞｲｽﾊﾞｰｻ　　　BU:ﾗﾋﾟｰﾇﾌﾞﾙｰ　　MG:ﾐﾝﾄｸﾞﾗﾑ　　　IS:ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ
　MJ:ﾏﾀﾞﾑｼﾞｮｺﾝﾀﾞ　　JR:ｼﾞｮｺﾝﾀﾞﾛｲﾔﾙ　　   GJ:ｹﾞｽﾄｼﾞｮｺﾝﾀﾞ　  LJ:ﾗｼﾞｮｺﾝﾀﾞ　　　J:ﾐｽｼﾞｪｲ
　PC:ﾋﾟｴｰﾙｶﾙﾀﾞﾝ　　  PL:ﾋﾟｴｰﾙｶﾙﾀﾞﾝﾘｰﾆｭ　 FC:ﾗﾌｪｽﾀ　　　　  F:ﾗﾋﾟｰﾇﾌｫｰﾏﾙ　　  MK:ﾐｯｼｪﾙｸﾗﾝﾉｱｰﾙ

Ⅱ．役員人事〈２０２０年２月１日付〉
１．執行役員を兼務する取締役

新　役　職 旧　役　職 氏　名

 取締役 専務執行役員 営業本部長
 兼 第三事業部長
 兼 ㈱ベルラピカ代表取締役社長

 取締役 専務執行役員 営業本部長
 兼 ㈱ベルラピカ代表取締役社長

寺畠　　修

 取締役 常務執行役員 営業本部 副本部長
 兼 第二事業部長 兼 生産事業部長

 取締役 常務執行役員 第二事業本部長
 兼 第二事業本部第二企画部長

伴野　孝幸

２．執行役員

新　役　職 旧　役　職 氏　名

 常務執行役員 経営統括本部長
 兼 ㈱ベルラピカ取締役 常務執行役員 管理部長
 兼 ラピーヌ夢ファーム㈱取締役

 常務執行役員 経営統括本部長
 兼 総務人事部長
 兼 ㈱ベルラピカ取締役 常務執行役員 管理部長
 兼 ラピーヌ夢ファーム㈱取締役

尾﨑　史照

 常務執行役員 WEB事業本部長

  兼 Eコマース部長 兼 デジタルマーケティング部長
 兼 営業本部 第二事業部 副事業部長

 常務執行役員 WEB事業本部長

  兼 EC戦略部長 兼 デジタルマーケティング部長
 兼 第二事業本部 副本部長 兼 営業本部 副本部長

宮下　博嗣

 執行役員 営業本部 第一事業部長  執行役員 営業本部 副本部長 西田　智至

 執行役員 経営統括本部 副本部長
 兼 経営企画部長

 執行役員 経営統括本部 副本部長
 兼 経営企画部長 兼 経理部長

武田三知矢

 執行役員 社長特命事項担当
 常務執行役員 第一事業本部長
 兼 営業本部 副本部長

辻　　俊光

（注）北 博成、清野政夫は、2020年1月31日付で執行役員を退任いたします。
　　　㈱ベルラピカおよびラピーヌ夢ファーム㈱は当社100％子会社です。

2020年1月10日
各　位

組織変更と人事異動に関するお知らせ

記



Ⅲ．社員人事〈２０２０年２月１日付〉

新　役　職 旧　役　職 氏　名

 営業本部 第四事業部長
 兼 第四事業部 東日本販売部長

 第二事業本部 東日本第一販売部長
 兼 営業本部 東京店長

寺島　幸夫

 営業本部 第一事業部 副事業部長
 兼 第一事業部 東日本販売部長

 第一事業本部 副本部長
 兼 第一事業本部 東日本第二販売部長

清野　政夫

 営業本部 第一事業部 副事業部長
 兼 第一事業部 第一企画部長

 第一事業本部 副本部長
 兼 第一事業本部 第一企画部長

竹下　彰二

 営業本部 第一事業部 第二企画部長

 兼 第二企画部 BU･MG企画課長

 第一事業本部 第二企画部長
 兼 第二企画部 BU･MG企画課長

阪本　　勝

 営業本部 第一事業部 m0851部長  営業本部 m0851部長 田村　照子

 営業本部 第一事業部 西日本販売部長  第一事業本部 西日本第二販売部長 小林　洋一

 営業本部 第二事業部 第一企画部長  第二事業本部 第一企画部長 寺内　　忠

 営業本部 第二事業部 第二企画部長
 兼 第二企画部 J企画課長

 第二事業本部 第二企画部 J企画課長 阿部　俊伸

 営業本部 第二事業部 東日本販売部長  第二事業本部 東日本第二販売部長代理 松本　　脩

 営業本部 第二事業部 西日本販売部長  第二事業本部 西日本第二販売部長代理 山口　紀弘

 営業本部 第三事業部 副事業部長  第二事業本部 副本部長 渡邊　　泰

 営業本部 第三事業部 第一企画部長
 兼 第一企画部 PC・PL企画課長

 第二事業本部 第三企画部長
 兼 第三企画部 PC・PL企画課長

松尾三千代

 営業本部 第三事業部 第二企画部長  第一事業本部 第三企画部長 大谷真樹男

 営業本部 第三事業部 東日本販売部長
 兼 WEB事業本部 オムニチャネル推進室長

 第二事業本部 東日本第三販売部長
 兼  WEB事業本部 オムニチャネル推進室長

森岡　正人

 営業本部 第三事業部 西日本販売部長
 第二事業本部 西日本第三販売部長代理
 兼 西日本第三販売部 一課長

水谷　　徹

 営業本部 第四事業部 西日本販売部長  第一事業本部 西日本第一販売部 二課長 下元　浩二

 営業本部 生産事業部 副事業部長  生産本部長 北　　博成

 営業本部 生産事業部 生産管理部長  生産本部 副本部長 兼 生産本部 品質管理部長 鈴木　秀行

 営業本部 生産事業部 富士服飾研究所長  生産本部 富士服飾研究所長 渡邊　　誠

 内部監査室長 兼 経営統括本部 経理部 財務課長  経営統括本部 経理部 財務課長 井ノ本啓介

 経営統括本部 総務人事部長
 兼 総務人事部 人事課長

 経営統括本部 総務人事部 人事課長 上村　哲一

 経営統括本部 経理部長
 兼 経理部 計数管理課長

 経営統括本部 経理部 計数管理課長 銭亀　和也

Ⅳ．役員人事〈２０２０年３月１日付〉

新　役　職 旧　役　職 氏　名

 執行役員 営業本部 第四事業部長
 兼 第四事業部 東日本販売部長

 営業本部 第四事業部長
 兼 第四事業部 東日本販売部長

寺島　幸夫

Ⅴ．社員人事〈２０２０年３月１日付〉

新　役　職 旧　役　職 氏　名

 WEB事業本部 テクニカルサポート部長
 WEB事業本部 EC戦略部副部長
 兼 デジタルマーケティング部副部長

川賀　俊介

以　上


