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組織変更、執行役員の選任及び人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、2020 年 11 月 24 日開催の取締役会において、以下のとおり、組織変更、執行役員の選任及び

人事異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

1. 組織変更（2021 年１月１日付） 

(1) 「新規事業統括室」を新設 

新規事業全般における商品サービスの企画開発や海外展開等をより迅速かつ柔軟に推進すること

を目的として、「新規事業統括室」を新設し、現在の「新規事業統括部門」が担うミッションを移管

します。これに伴い、新規事業統括部門は部門としての体制を解消します。 

 

 (2) 「新事業領域開発室」を「流通領域開発室」に改称 

直轄組織としてのミッションを明確にすることを目的として、現在の「新事業領域開発室」を「流

通領域開発室」に改称します。 

 

 (3) コーポレート部門「総務法務部」を新設 

   総務・法務体制の強化を目的として、「総務法務部」を新設し、「経営管理部」が担う総務・法務

機能を移管します。 

 

 (4) コーポレート部門「経理部」を「財務経理部」に改称 

   財務状況に応じた適切な資金調達や資産運用計画の立案･実行のミッション追加を目的として、現

在の「経理部」を「財務経理部」に改称します。 

 

 (5) 「IT 開発部門」を「DX 部門」に改称 

   ビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用したビジネスモデルの変革を

推進するとともに、当社の競争優位性を確立することを目的として、現在の「IT 開発部門」を「DX

部門」に改称します。また、この改称に伴い、部門配下を下記のとおり変更します。 

① 「IT 戦略室」を「DX 戦略室」に改称します。また、DX 戦略室に現在の「IT イノベーション戦略

室」が担うミッションを移管します。これに伴い、「IT イノベーション戦略室」は発展的に解消



します。 

  ②「システム運用部」を「インフラサービス部」に改称します。 

  ③「デジタルソリューション部」を「DX ソリューション 1 部」に改称します。 

  ④「Web システム開発部」を「DX ソリューション 2部」に改称します。 

  

 (6) オートモビル事業部門「AM データ戦略室」を新設 

   データを活用した最適な事業戦略･商品サービス戦略を策定、実行していくこと目的として、「AM

データ戦略室」を新設します。 

 

 (7)  オートモビル事業部門「流通ネットワーク事業本部」を新設 

   オートモビル事業部門内の本部機能再編を目的として、「流通ネットワーク事業本部」を新設しま

す。また、これに伴い、「流通ネットワーク事業本部」配下で事業を推進する「流通ネットワーク推

進部」を新設します。 

 

 (8) デジタルプロダクツ事業部門「DP 営業部」を新設 

   デジタルプロダクツ事業部門の国内･海外における営業体制強化を目的として、「DP 営業部」を新

設し、現在の「DP 事業推進部」が担う営業機能を移管します。 

 

 (9) デジタルプロダクツ事業部門「DP オークション運営部」を新設 

   デジタルプロダクツ事業部門のオークション運営の体制強化を目的として、「DP オークション運営

部」を新設し、現在の「DP 事業推進部」が担うオークション運営機能を移管します。 

 

 (10) デジタルプロダクツ事業部門「DP 商品化センター運営部」を新設 

   デジタルプロダクツ事業部門のファシリティー戦略の企画･立案･推進の体制強化を目的として、

「DP 商品化センター運営部」を新設し、現在の「DP 事業推進部」が担うファシリティー戦略の企画･

立案･推進機能を移管します。 

 

 (11)  デジタルプロダクツ事業部門「DP 管理部」を「DP 管理室」に改称 

   現在の「DP 管理部」を「DP 管理室」に改称します。 

 

 (12) 「コンシューマープロダクツ事業部門」を新設 

   事業の拡大に伴い、現在、「事業統括部門」配下の「コンシューマープロダクツ事業本部」を上位

階層である部門として独立させ、「コンシューマープロダクツ事業部門」を新設します。 

 

 

２．執行役員の選任（2021 年１月１日付） 

社長執行役員                   藤崎 慎一郎 

専務執行役員                   瀧川 正靖 

常務執行役員                   後藤 博文 

一井 克彦 

佐藤 俊司 



大畑 智 

齋藤 康人 

谷口 博樹 

執行役員                     福田 博介 

                                                  尾崎 進 

藤崎 真弘 

樋口 康弘 

土屋 貴幸 

湯川 正 

有村 祐二 

 

 

３．人事異動（2021 年１月１日付） 

氏 名 新役職名 現役職名 

藤崎 慎一郎 代表取締役社長 COO 

社長執行役員 

全部署統括 

代表取締役社長 COO 

社長執行役員 

全部署統括 

オートモビル事業部門 DM 

瀧川 正靖 専務執行役員 

オートモビル事業部門担当 

専務執行役員 

新規事業統括部門 DM 

新規事業開発部 GM 

後藤 博文 常務執行役員 

流通領域開発室 GM 

㈱AIS 代表取締役社長 

㈱カーせる 代表取締役会長 

常務執行役員 

新事業領域開発室 GM 

㈱AIS 代表取締役社長 

㈱カーせる 代表取締役会長 

一井 克彦 常務執行役員 

デジタルプロダクツ事業部門 DM 

DP 管理室 GM 

新規事業統括室担当 

常務執行役員 

デジタルプロダクツ事業部門 DM 

DP 管理部 GM 

大畑 智 常務執行役員 

オートモビル事業部門 DM 

AM 企画管理室 GM 

四輪事業本部 DM 

常務執行役員 

オートモビル事業部門 VDM 

AM 企画管理室 GM 

四輪事業本部 DM 

齋藤 康人 常務執行役員 

コンシューマープロダクツ事業部門 DM 

㈱オークネット･コンシューマー 

プロダクツ 代表取締役社長 

グループ常務執行役員 

コンシューマープロダクツ事業本部 DM 

㈱オークネット･コンシューマー 

プロダクツ 代表取締役社長 

谷口 博樹 常務執行役員 

コーポレート部門 DM 

執行役員 

コーポレート部門 DM 

福田 博介 執行役員 

モーターサイクル事業本部 DM 

㈱オークネット･モーターサイクル  

代表取締役社長 

グループ執行役員 

モーターサイクル事業本部 DM 

㈱オークネット･モーターサイクル  

代表取締役社長 

尾崎 進 執行役員 

アグリ事業本部 DM 

㈱オークネット･アグリビジネス 

代表取締役社長 

㈱東京砧花き園芸市場 代表取締役社長 

グループ執行役員 

アグリ事業本部 DM 

㈱オークネット･アグリビジネス 

代表取締役社長 

㈱東京砧花き園芸市場 代表取締役社長 

樋口 康弘 執行役員 

DX 部門 DM 

執行役員 

IT 開発部門 DM 



土屋 貴幸 執行役員 

カスタマーコミュニケーション部門

VDM 

オペレーション推進部 GM 

㈱オークネットアドバンス 

代表取締役社長 

執行役員 

カスタマーコミュニケーション部門 

VDM 

総合企画室担当 

オペレーション推進部 GM 

㈱オークネットアドバンス 代表取締役社長 

湯川 正 執行役員 

オートモビル事業部門 VDM 

流通ネットワーク事業本部 DM 

㈱アイオーク 代表取締役社長 

㈱アイオーク 代表取締役社長 

有村 祐二 執行役員 

総合企画室担当 

商品サービス戦略室担当 

 

天野 保男 ㈱オークネット･アイビーエス 

代表取締役社長 

執行役員 

IT イノベーション戦略室 GM 

㈱オークネット･アイビーエス 代表取締役社長 

山下 勝也 新規事業統括室 GM 新規事業統括部門 

国際事業部 GM 

竹内 靖彦 コーポレート部門 

経営管理部 GM 

新規事業統括部門 

新規事業管理部 GM 

大迫 直土 コーポレート部門 

総務法務部 GM 

コーポレート部門 

経営管理部 法務グループ MGR 

坂田 光大郎 コーポレート部門 

財務経理部 GM 

コーポレート部門 

経理部 GM 

飯嶋 純也 DX 部門 

DX 戦略室 GM 

IT 開発部門 

IT 戦略室 GM 

鈴木 奨 DX 部門 

インフラサービス部 GM 

IT 開発部門 

システム運用部 GM 

畠山 覚 DX 部門 

DX ソリューション 1部 GM 

IT 開発部門 

デジタルソリューション部 GM 

新井 浩一 DX 部門 

DX ソリューション 2部 GM 

兼 ㈱東京砧花き園芸市場 出向 

IT 開発部門 

Web システム開発部 GM 

兼 ㈱東京砧花き園芸市場 出向 

浅見 博信 オートモビル事業部門 

AM データ戦略室 GM 

オートモビル事業部門 

四輪事業本部 事業推進部 

データマーケティンググループ MGR 

久野 文彦 オートモビル事業部門 

流通ネットワーク事業本部 

流通ネットワーク推進部 GM 

総合企画室 MGR 

高田 泰弘 デジタルプロダクツ事業部門 GM 

兼 DP 事業戦略室 GM 

兼 DP 営業部 GM 

兼 AUCNET HK 出向 

デジタルプロダクツ事業部門 

DP 事業戦略室 GM 

兼 DP 事業推進部 GM 

兼 AUCNET HK 出向 

井澤 秀夫 デジタルプロダクツ事業部門 

DP オークション運営部 GM 

デジタルプロダクツ事業部門 

DP 事業推進部 オークション運営グループ MGR 

西川 武志 デジタルプロダクツ事業部門 

DP 商品化センター運営部 GM 

デジタルプロダクツ事業部門 

DP 事業推進部 ファシリティー推進グループ MGR 

寺岡 文寿 ㈱オークネット･コンシューマープロ

ダクツ 出向 

商品サービス戦略室 MGR 

須藤 幸喜 ㈱東京砧花き園芸市場 出向 

※出向先取締役 

㈱オークネット･アグリビジネス 出向 

※ DM は「Division Manager」、VDM は「Vice Division Manager」、GM は「General Manager」、 

MGR は「Manager」の略称です。 

以 上 


