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役員人事に関するお知らせ 

 

株式会社良品計画（東京都豊島区／代表取締役社長 堂前 宣夫）は、本日開催の取締役会において、下記

の通り、2022 年 11 月 23 日に開催される第 44 期定時株主総会 に付議する取締役候補者および監査役候

補者を決定しましたので、お知らせいたします。また、同日付の上席執行役員人事を決定しましたので併せてお知らせい

たします。 

 

記 

1．新任社外取締役候補者  

氏名 現職 

伊藤 久美（いとう くみ） SOMPOホールディングス株式会社社外取締役 

富士古河 E&C 株式会社 社外取締役 

株式会社 True Data 社外取締役 

筑波大学理事 

加藤 百合子（かとう ゆりこ） 株式会社エムスクエア・ラボ 代表取締役社長 

やさいバス株式会社 代表取締役社長 

静岡ガス株式会社 社外取締役 

山崎 繭加（やまざき まゆか） 華道家・IKERU主宰  

エムスリー株式会社 社外取締役監査等委員 

株式会社レノバ 社外取締役 

 

2．退任予定取締役 

氏名 現職 

松崎 曉（まつざき さとる） 取締役副会長（兼）執行役員 

岡崎 令（おかざき さとし） 取締役（兼）執行役員  

嶋崎 朝子（しまざき あさこ） 取締役（兼）執行役員 



遠藤 功（えんどう いさお） 社外取締役 

 

3．新任社外監査役候補者 

氏名 現職 

山根 宏輔（やまね こうすけ） 株式会社小松製作所 顧問 

 

4．退任予定監査役 

氏名 現職 

川ノ上 信吾（かわのかみ しんご） 社内監査役 

５．新任副社長  

氏名 新職 現職 

清水 智（しみず さとし） 取締役副社長 専務取締役（兼）執行役員 

 

6．新任上席執行役員 

氏名 新職 現職 

岡崎 令（おかざき さとし） 上席執行役員 取締役（兼）執行役員  

嶋崎 朝子（しまざき あさこ） 上席執行役員 取締役（兼）執行役員  

横濱 潤（よこはま じゅん） 上席執行役員 執行役員 

高橋 広隆（たかはし ひろたか） 上席執行役員 執行役員 

 

7．新任候補者の略歴 

＜社外取締役＞ 

・伊藤 久美 （いとう くみ）    生年月日：1964年 12月 20日生 

 

略歴： 1987年 4月 ソニー株式会社入社 

 1998年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 

2009年 6月 IBMコーポレーション ディレクター 

2014年 1月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 CMO 

2016年10月 4U Lifecare株式会社 取締役 COO 

2018年 4月 同社 代表取締役 

2018年 6月 株式会社True Data 社外取締役（現任） 

2020年 6月 富士古河E&C株式会社 社外取締役（現任） 



2021年 6月 SOMPOホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 

2022年 1月 筑波大学 理事（現任） 

 

 



・加藤 百合子（かとう ゆりこ） 生年月日：1974年 6月 19日生 

  

略歴： 2000年 4月 キヤノン株式会社入社 

2001年 4月 株式会社三共製作所入社 

2009年10月 株式会社エムスクエア・ラボ創業 代表取締役社長（現任）  

2017年 3月 やさいバス株式会社創業 代表取締役社長（現任） 

2018年 3月 静岡ガス株式会社 社外取締役（現任） 

2018年 7月 Glocal Design School株式会社創業 

2020年 6月 スズキ株式会社 社外取締役 

 

・山﨑 繭加（やまざき まゆか） 生年月日：1978年 1月 23日生 

  

略歴： 2000年 4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 

2002年 6月 東京大学先端科学技術研究センター特任助手 

2006年11月 ハーバード・ビジネス・スクール（HBS）日本リサーチ・センター入所  

2010年 9月 東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務） 

2014年 9月 HBS日本リサーチ・センター・アシスタント・ディレクター 

2017年 1月 株式会社ダイヤモンド社DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員 

  （現任） 

2019年 6月 エムスリー株式会社 社外取締役監査等委員（現任） 

2021年 6月 株式会社レノバ社外取締役（現任） 

 

<新任監査役＞ 

・山根 宏輔（やまね こうすけ） 生年月日：1958年 6月 19日生 

 

略歴： 1981年 4月 株式会社小松製作所入社 

 2003年4月 同社広報IR部長 

 2004年4月 同社コーポレートコミュニケーション部長 

2006年1月 同社財務部長 

2008年4月 同社e-KOMATSU推進室長 

2011年4月 同社執行役員 情報戦略本部長 

2016年6月 同社常勤監査役 

2020年 6月 同社顧問（現任） 

 



なお、2022年 11月 23日付の役員体制は以下を参照下さい。 

 

氏名 新業務 

金井 政明 代表取締役会長 

堂前 宣夫 代表取締役社長 

清水 智 取締役副社長  

柳生 昌良 社外取締役 

吉川 淳 社外取締役 

伊藤 久美 社外取締役 

加藤 百合子 社外取締役 

山崎 繭加 社外取締役 

鈴木 啓 社内監査役 

山根 宏輔 社外監査役 

服部 勝 社外監査役 

新井 純 社外監査役 

岡崎 令 上席執行役員 

嶋崎 朝子 上席執行役員 

横濱 潤 上席執行役員 

高橋 広隆 上席執行役員 

 

取材・お問合せ先：株式会社良品計画 広報・ESG推進部広報課 rk-pr@muji.co.jp 


