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2020年 1月 28日 

各 位 

東京都江東区豊洲五丁目 6番 52号 

株式会社オートバックスセブン 

代表取締役  社長執行役員 小林 喜夫巳 

[コード番号 9832 東証第一部] 

問い合わせ先 IR・広報部長 山﨑 徹 

             TEL 03-6219-8787 

 

組織変更と人事異動のお知らせ 

 

当社は、2020年 1月 28日開催の取締役会において、下記の通り、組織変更と人事異動を決議しまし

たのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1.組織変更の目的 

2020年度経営体制につき、以下の３つを主目的として改編を行う。 

 ①オートバックス事業の小売強化のための体制整備 

 ②事業を横断する機能、事業基盤の強化 

 ③新たな事業の開発、推進のためのさらなる体制整備 

 

2.組織体制の変更（2020年 4月 1日付） 

1)組織に関する変更 

(1)国内オートバックス事業の体制整備 

①「店舗オペレーション開発部」を「オートバックス事業企画担当執行役員」管下に新設し、

「オートバックス事業企画部」の店舗オペレーション開発機能を移管する。 

②「マーケティング部」を「販売促進部」に名称変更し、「東日本営業企画部」および「西日

本営業企画部」より加盟法人・店舗の販促施策に関する機能を移管し、「オートバックス事

業企画担当執行役員」管下とする。 

③「チェン管理部」および「店舗開発部」を、「オートバックス事業管理担当執行役員（新

設）」管下とする。 

④「東日本営業本部」および「西日本営業本部」を「北日本事業部」、「関東事業部」、「中

部事業部」、「関西事業部」および「南日本事業部」に再編し、「オートバックス事業企

画・営業統括執行役員（新設）」管下とする。 

⑤「東日本営業企画部」および「西日本営業企画部」の機能を各「事業部」および「販売促進

部」に移管し同部を廃止する。 

⑥「営業部」を「事業部」管下とする。また、「中四国営業部」を「中国営業部」とする。 
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⑦「TOB・ホイール・スポーツ商品部」、「カーエレクトロニクス商品部」および「カーライフ

商品部」を再編し、「タイヤ・ホイール・スポーツ商品部」、「カーエレクトロニクス商品

部」、「メンテナンス商品部」および「ケミカル・アクセサリー・インテリア商品部」とす

る。また、「商品戦略部」の機能を各商品部に移管し同部を廃止する。 

⑧「車検・サービス推進部」と「車検・サービス管理部」を統合する。 

⑨「ライフスタイル第一商品部」および「ライフスタイル第二商品部」を、「ライフスタイル

商品担当執行役員（新設）」管下とする。 

 

(2)事業基盤の強化 

⑩「経営企画部」を「社長室・事業企画担当執行役員」管下とする。 

⑪「カスタマーサービス部」を「カーライフサポートセンター」に名称変更し「社長室・事業

企画担当執行役員」管下とする。 

⑫「人事・総務部」を「人事企画部」、「人事部」および「総務部」に分割する。 

⑬「マーケティング戦略部」、「品質管理部」および「流通管理部」を配置する。 

⑭「立地開発部」を「流通・品質管理・立地開発担当執行役員（新設）」管下に新設し、「店

舗開発部」の立地開発機能を移管する。 

 

(3)新事業の開発・推進 

⑮「DX戦略部」を「IT戦略担当執行役員」管下に新設する。 

⑯「BtoB事業推進部」を「ホールセール事業推進部」に名称変更する。 

⑰「ネットワーク事業開発部」を「ネットワーク事業担当執行役員」管下に新設する。 

⑱「ICT商品部」を「ICTプラットフォーム推進部」に名称変更し、「ネットワーク事業担当執

行役員」管下とする。 

⑲「JACK & MARIE事業推進部」および「ARTAスポーツ事業推進部」を「ライフスタイル事業担

当執行役員（新設）」管下に新設する。 

 

上記変更内容を要約すると以下の通りです。 

 

(1)国内オートバックス事業の体制整備 

 新部門 現部門 変更内容 

① 店舗オペレーション開発部 － 新設 

② 販売促進部 マーケティング部 名称変更、機能追加、担当執

行役員変更 

③ チェン管理部 同左 担当執行役員変更 

 店舗開発部 同左 

④ ・北日本事業部 

・関東事業部 

・中部事業部 

・関西事業部 

・南日本事業部 

・東日本営業本部 

・西日本営業本部 

再編 

⑤ － ・東日本営業企画部 

・西日本営業企画部 

機能移管後廃止 

⑥ 北海道営業部 同左 担当執行役員変更 

東北営業部 同左 
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 新部門 現部門 変更内容 

東京・千葉営業部 同左 

神奈川・静岡営業部 同左 

北関東営業部 同左 

甲信越営業部 同左 

北陸営業部 同左 

東海営業部 同左 

阪和・京滋奈良営業部 同左 

播磨・山陰営業部 同左 

中国営業部 中四国営業部 名称変更、担当執行役員変更 

九州営業部 同左 担当執行役員変更 

⑦ ・タイヤ・ホイール・スポーツ商

品部 

・メンテナンス商品部 

・カーエレクトロニクス商品部 

・ケミカル・アクセサリー・イン

テリア商品部 

・TOB・ホイール・スポーツ

商品部 

・カーエレクトロニクス商

品部 

・カーライフ商品部 

再編、機能追加 

 

 

 

 

－ 商品戦略部 機能移管後廃止 

⑧ 車検・サービス推進部 

 

車検・サービス推進部 統合 

車検・サービス管理部 

⑨ ライフスタイル第一商品部 同左 担当執行役員変更 

ライフスタイル第二商品部 同左 

 

(2)事業基盤の強化 

 新部門 現部門 変更内容 

⑩ 経営企画部 同左 担当執行役員変更 

⑪ カーライフサポートセンター カスタマーサービス部 名称変更、担当執行役員変更 

⑫ 人事企画部 人事・総務部 分割 

人事部 

総務部 

⑬ マーケティング戦略部 同左 配置変更 

品質管理部 同左 

流通管理部 同左 

⑭ 立地開発部 － 新設 

 

(3)新事業の開発・推進 

 新部門 現部門 変更内容 

⑮ DX 戦略部 － 新設 

⑯ ホールセール事業推進部 BtoB事業推進部 名称変更 

⑰ ネットワーク事業開発部 － 新設 

⑱ ICTプラットフォーム推進部 ICT商品部 名称変更、担当執行役員変更 

⑲ 

 

JACK & MARIE事業推進部 － 新設 

ARTAスポーツ事業推進部 － 新設 
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2)執行役員に関する変更 

(1)国内オートバックス事業の体制整備 

①「オートバックス事業企画・営業統括執行役員」および「商品・サービス統括執行役員」を

新設する。 

② 「オートバックス事業管理担当執行役員」を新設する。 

③「A PIT AUTOBACS SHINONOME担当執行役員」を「A PIT AUTOBACS担当執行役員」に名称変更

する。 

④「東日本営業本部担当執行役員」および「西日本営業本部担当執行役員」の担当分野を再編

し、「北日本事業部長」、「関東事業部長」、「中部事業部長」、「関西事業部長」および

「南日本事業部長」とする。 

⑤「商品担当執行役員」を「カー用品担当執行役員」に名称変更する。 

⑥「車検・サービス担当執行役員」および「C@RS担当執行役員」を統合し「車検・サービス・

C@RS担当執行役員」とする。 

⑦「ライフスタイル商品担当執行役員」を新設する。 

⑧「チェン管理・流通・店舗開発担当執行役」を廃止する。 

 

(2)事業基盤の強化 

⑨「マーケティング担当執行役員」を配置する。 

⑩「社長室・事業企画担当執行役員」、「経営企画・人事・総務担当執行役員」および「経

理・財務・法務・IR・広報担当執行役員」の担当分野を再編し、「社長室・事業企画担当執

行役員」、「人事・総務・法務担当執行役員」および「経理・財務・IR・広報担当執行役

員」とする。 

⑪「流通・品質管理・立地開発担当執行役員」を新設する。 

  

(3)新事業の開発・推進 

⑫「ネット事業担当執行役員」を「ネットワーク事業担当執行役員」に名称変更する。 

⑬「ライフスタイル事業担当執行役員」を新設する。 

⑭「ディーラー事業担当執行役員」を新設する。 

 

上記変更内容を要約すると以下の通りです。 

 

(1)国内オートバックス事業の体制整備 

 新役職 現役職 変更内容 

① オートバックス事業企画・営業統

括執行役員 

－ 新設 

商品・サービス統括執行役員 － 

② オートバックス事業管理担当執行

役員 

－ 新設 

③ A PIT AUTOBACS 担当執行役員 A PIT AUTOBACS SHINONOME 担当執行

役員 

名称変更 
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 新役職 現役職 変更内容 

④ ・北日本事業部長 

・関東事業部長 

・中部事業部長 

・関西事業部長 

・南日本事業部長 

・東日本営業本部担当執行役員 

・西日本営業本部担当執行役員 

担当分野再編 

⑤ カー用品担当執行役員 商品担当執行役員 名称変更 

⑥ 車検・サービス・C@RS 担当執行役

員 

車検・サービス担当執行役員 統合 

C@RS担当執行役員 

⑦ ライフスタイル商品担当執行役員 － 新設 

⑧ － チェン管理・流通・店舗開発担当執

行役員 

廃止 

 

(2)事業基盤の強化 

 新役職 現役職 変更内容 

⑨ マーケティング担当執行役員 同左 配置変更 

⑩ ・社長室・事業企画担当執行役員 

・人事・総務・法務担当執行役員 

・経理・財務・IR・広報担当執行

役員 

・社長室・事業企画担当執行役員 

・経営企画・人事・総務担当執行役

員 

・経理・財務・法務・IR・広報担当

執行役員 

担当分野再編 

⑪ 流通・品質管理・立地開発担当執

行役員 

－ 新設 

 

(3)新事業の開発・推進 

 新役職 現役職 変更内容 

⑫ ネットワーク事業担当執行役員 ネット事業担当執行役員 名称変更 

⑬ ライフスタイル事業担当執行役員 － 新設 

⑭ ディーラー事業担当執行役員 － 新設 

 

3.人事異動（2020 年 4 月 1 日付） 

氏 名 新     職 現     職 

堀井 勇吾 取締役 専務執行役員 

オートバックス事業企画・営業統括 兼 社長

室・事業企画担当 

ABTマーケティング株式会社代表取締役社長 

取締役 常務執行役員 

社長室・事業企画担当 兼 オートバック

ス事業企画担当 

ABT マーケティング株式会社代表取締役

社長 

熊倉 栄一 取締役 専務執行役員 

商品・サービス統括 兼 カー用品担当 

取締役 常務執行役員 

西日本営業本部担当 

藤原 伸一 専務執行役員 

北日本事業部長 兼 関東事業部長 

常務執行役員 

東日本営業本部担当 

佐々木 勝 常務執行役員 

関西事業部長 

常務執行役員 

商品担当 

吉山 弘樹 常務執行役員 

ディーラー事業担当 

株式会社オートバックス・ディーラーグルー

プ・ホールディングス代表取締役社長 兼 株

式会社アウトプラッツ代表取締役社長 

株式会社オートバックス・ディーラーグ

ループ・ホールディングス代表取締役社

長 兼 株式会社アウトプラッツ代表取

締役社長 
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氏 名 新     職 現     職 

倉林 真也 常務執行役員 

車検・サービス・C@RS 担当 

兼 A PIT BASE 推進プロジェクトマネジャー 

執行役員 

車検・サービス担当 兼 C@RS 担当 

北條 和重 執行役員 

流通・品質管理・立地開発担当 兼 オートバ

ックス事業管理担当 兼 立地開発部長 

執行役員 

チェン管理・流通・店舗開発担当 兼 店

舗開発部長 

平賀 則孝 執行役員 

人事・総務・法務担当 

執行役員 

経理・財務・法務・IR・広報担当 

小曽根 憲 執行役員 

マーケティング担当 兼 ライフスタイル事

業担当 兼 ライフスタイル商品担当 

執行役員 

マーケティング担当 

山添 龍太郎 執行役員 

A PIT AUTOBACS 担当 兼 A PIT AUTOBACS 

SHINONOME 推進プロジェクトマネジャー 

執行役員 

A PIT AUTOBACS SHINONOME担当 

則末 修男 執行役員 

IT 戦略担当 兼 ネットワーク事業担当 兼 

DX 戦略部長 

執行役員 

IT 戦略担当 兼 ネット事業担当 

湊川 満也 執行役員 

中部事業部長 

執行役員 

経営企画・人事・総務担当 

西川 征宏 執行役員 

南日本事業部長 

株式会社広島オートバックス代表取締役社

長 兼 株式会社オートバックス山口代表取

締役社長 

株式会社広島オートバックス代表取締

役社長 兼 株式会社オートバックス山

口代表取締役社長 

池田 知明 執行役員 

経理・財務・IR・広報担当 

IR・広報部 

福原 年広 執行役員 

オートバックス事業企画担当 兼 オートバ

ックス事業企画部長 

オートバックス事業企画部長 

乾 真紀 店舗オペレーション開発部長 西日本営業企画部 

幅田 智仁 販売促進部長 マーケティング部長 

仲西 桂 チェン管理部長 商品戦略部 課長 

上村 一仁 店舗開発部長 西日本営業企画部長 

中道 健二 北海道営業部長 株式会社ピューマ 取締役 

伊藤 明拓 神奈川・静岡営業部長 東日本営業企画部 課長 

山﨑 徹 甲信越営業部長 IR・広報部長 

白石 裕一 東海営業部長 播磨・山陰営業部長 

河西 健太郎 播磨・山陰営業部長 甲信越営業部長 

笠井 健一朗 中国営業部長 株式会社オートバックス福岡 出向 

松井 紳 タイヤ・ホイール・スポーツ商品部長 商品戦略部長 

楠山 明博 メンテナンス商品部長 カーライフ商品部 課長 

武田 道明 ケミカル・アクセサリー・インテリア商品部

長 

カーライフ商品部長 

知脇 哲也 車検・サービス推進部長 C@RS推進部長 

剣持 淳 C@RS推進部長 車検・サービス管理部長 
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氏 名 新     職 現     職 

小野田 裕繁 カーライフサポートセンター部長 カスタマーサービス部長 

古田 寛之 人事企画部長 人事・総務部長 

佐古 由美子 人事部長 経営企画部 課長 

遠藤 哲夫 総務部長 TOB・ホイール・スポーツ商品部長 

黒沢 康孝 IR・広報部長 北海道営業部長 

重山 亮 品質管理部長 神奈川・静岡営業部長 

鈴木 立太郎 海外事業推進部長 海外事業推進部 課長 

岡 謙司 ホールセール事業推進部長 BtoB事業推進部長 

細谷 賢一 ネットワーク事業開発部長 車検・サービス推進部長 

八塚 昌明 ICTプラットフォーム推進部長 ICT商品部長 

城戸 明 JACK & MARIE事業推進部長 兼 ARTAスポー

ツ事業推進部長 

マーケティング戦略部 課長 

   

以上 
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人事企画部

店舗オペレーション開発部

総務部

ネットワーク事業開発部

DX戦略部

メンテナンス商品部

九州営業部

株
主
総
会

取
締
役
会

監
査
等
委
員
会

監
査
等
委
員
会
室

JACK & MARIE事業推進部

ARTAスポーツ事業推進部

エリア経営体制強化ＰＪ


