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機構改革および人事異動に関するお知らせ
平成 23 年 1 月 1 日付けで発動する機構改革ならびに、役員およびジェネラル・マネージャー
（以下「GM」とする）級の人事異動を、平成 22 年 11 月 30 日開催の取締役会にて決議しまし
たので、お知らせいたします。
記
機構改革
１．組織変更について
（１）旧「経営企画部門」、旧「グローバル事業部門」および「総合戦略室」が担っていた機能を
再編する。
旧「経営企画部門」を廃止する。
旧「グローバル事業部門」を廃止する。
「新規事業統括部門」を新設する。
「システムサービス事業部門」を新設する。
「総合戦略企画室」を新設する。
（２）「新規事業統括部門」の下に、旧「経営企画部門」の「新規事業開発室」と
旧「グローバル事業部門」の「国際事業室」および「ＰＣ事業部」を移動させる。
（３）「システムサービス事業部門」は、当社独自のビジネスノウハウと最新ＩＴ技術を融合し
た新たな事業領域である「システムインフラ提供事業」を推進する部門とする。
旧「経営企画部門」にあった「システムサービス事業部」を「システムサービス事業部門」
の下におくと同時に、「産機ビジネス部」を新設する。
（４）ブランド事業の体制強化を図るべく、
「コンシューマープロダクツ事業部門」を新設する。
旧「経営企画部門」「新規事業開発室」に所属していた旧「ブランドオークション事業室」を
廃止し、「コンシューマープロダクツ事業部門」の下に、「ブランドオークション事業部」
を新設する。
（５）「総合戦略企画室」の下に、旧「経営企画部門」「経営企画室」、および「総合戦略室」
を移動させる。
旧「広報室」を廃止し、その機能を｢経営企画室｣に統合する。

（６）当社事業領域にかかわる業界動向等に関する調査研究機能を持つべく、
「オークネット総合研究所」を新設する。これに伴い、旧「オークネット総研準備室」を
廃止する。
（７）「オートモビル事業部門」内の組織変更
「ネットワークAA 事業本部」の下に新たに「AA 会場支援推進室」を新設する。
旧「CCP 推進室」は廃止する。

２．執行役員の新任について
（１）

新任執行役員

（就任日：平成２３年１月１日）
藤野 千明
専務執行役員
新規事業統括部門 GM

３．役員および GM 級の異動について
新職
執行役員
副社長執行役員
総合戦略企画室、新規事業統括部門担当
兼 ｵｰｸﾈｯﾄ総合研究所 理事長
副社長執行役員
ｱｲｵｰｸ担当
専務執行役員
ｵｰﾄﾓﾋﾞﾙ事業部門 GM
事業開発室 担当
兼 ﾈｯﾄﾜｰｸAA 事業本部 GM
専務執行役員
新規事業統括部門 GM
常務執行役員
ｺﾝｼｭｰﾏｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部門 GM
兼 二輪事業本部 GM
常務執行役員
AIS 担当
常務執行役員
ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ事業部門 GM
兼 ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ事業部 GM

氏名

中井

（旧職）

英一

渡邉 壽人
山内 良信

藤野 千明
田島 史郎

後藤 博文
鈴木 廣太郎

副社長執行役員
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業部門 GM
兼 国際事業室 GM
副社長執行役員
AIS 担当
専務執行役員
ｵｰﾄﾓﾋﾞﾙ事業部門 GM
事業開発室 担当
常勤顧問
執行役員
二輪事業本部 GM
執行役員
ｱｲｵｰｸ担当
執行役員
経営企画部門 GM
兼 ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ事業部 GM

執行役員
総合戦略企画室 GM
兼 総合戦略企画室
総合戦略室 GM
ﾛｰｺｽﾄ推進委員会 事務局長
顧客ｻｰﾋﾞｽ向上委員会 事務局長
兼 ｵｰｸﾈｯﾄ総合研究所 専務理事
執行役員
情報流通事業本部 GM

上野 悟

長谷川 巌

執行役員
ﾈｯﾄﾜｰｸAA 事業本部 GM
兼 総合戦略室 GM
ﾛｰｺｽﾄ推進委員会 事務局長
顧客ｻｰﾋﾞｽ向上委員会 事務局長

執行役員
情報流通事業本部 GM
兼 ｵｰﾄﾓﾋﾞﾙ事業部門
支店長統括室 GM

社長直轄
総合戦略企画室
経営企画室 GM
新規事業統括部門
国際事業室 GM
兼 Aucsat 出向
システムサービス事業部門
産機ﾋﾞｼﾞﾈｽ部 GM

宮崎 顕

中山 安宏

加藤 雅和

経営企画室 GM
兼 広報室GM
国際事業室 DGM
兼 Aucsat 出向
ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ事業部
中古建機ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室 GM

オートモビル事業部門
（ 情報流通事業本部 ）
流通営業部 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
兼 流通営業部 北海道支店
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ（支店長）
流通営業部 中国支店
DGM（支店長）
（ ﾈｯﾄﾜｰｸAA 事業本部 ）
ﾈｯﾄﾜｰｸAA 事業本部 DGM
兼 ﾈｯﾄﾜｰｸAA 事業部 GM
兼 AA 会場支援推進室 GM
（ 二輪事業本部 ）
二輪事業本部 DGM
兼 二輪事業部 GM

流通営業部 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
大谷 康継
寺村 雅志

大畑 智

人見 紀夫

流通営業部 関西支店
ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ
ﾈｯﾄﾜｰｸAA 事業部 GM
兼 業務対応ﾁｰﾑ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
兼 AA 会場ﾁｰﾑ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
ｵｰﾄﾓﾋﾞﾙ事業部門 中国支店
DGM（支店長）

コンシューマープロダクツ事業部門
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸｼｮﾝ事業部 GM

中村 優

新規事業開発室
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸｼｮﾝ事業室 GM

以 上

