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２０１６年３月３１日 

組織変更・人事異動について 

（２０１６年４月１日付） 

１．環境・品質センターの名称変更等 

（ 趣旨・内容 ） 

｢環境・品質センター｣の全社戦略、対外折衝・窓口、社内行政機能強化を図り、全社の品質・環

境経営を強力かつ的確に推進することを目的に、｢品質・環境本部｣に名称変更を行う。 

 

氏    名 新    職 現    職 

稲垣 道世 品質・環境本部長 環境・品質センター 所長 

 

２．生産技術本部における組織変更等 

（ 趣旨・内容 ） 

生産技術本部において、シンプルで役割の明確な組織に再編すべく、｢モノづくり強化センター｣、

｢生産技術開発センター｣を発展的に解消し、各組織を本部直轄とする。 

 

氏    名 新    職 現    職 

田中 昌行 生産技術本部 

副本部長 

モノづくり強化担当 

生産技術本部 

副本部長 

（兼）モノづくり強化センター センター長 

尾本 勝彦 生産技術本部 

副本部長 

事業担当 

生産技術本部 

副本部長 

 

３．アプライアンス社における体制変更 

（ 趣旨・内容 ） 

食品流通事業の成長戦略を実現させるため、当社が買収した冷凍・冷蔵ショーケースの米国メー

カーであるハスマン（株）をアプライアンス社傘下に置くとともに、その重要な位置づけを明確にす

べく、事業部格とする。 
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４．エコソリューションズ社における組織変更等 

（ 趣旨・内容 ） 

①マーケティング本部における組織変更 

・ 縮小する住宅市場において、電材・住建が真に一体化してお客様へ営業活動を推進し、各エリ

アで様々なライフスタイルへワンストップで対応する組織を構築するため、営業部を統括する

｢電材営業統括部｣および｢住建営業統括部｣を発展的に解消する。 

また、これに伴い｢住環境商品営業企画部｣｢都市環境商品営業企画部｣および｢エナジー商品

営業企画部｣を統合し「商品営業統括部」を新設する。 

・ 住宅新築市場から成長分野であるリフォーム市場へのシフトを加速するため、パナソニック リ

フォーム（株）との連携を図る「パナソニックリフォーム本部」を新設する。 

②エナジーシステム事業部における組織変更 

環境変化に対応し、迅速な意思決定を可能とするとともに、重複機能解消による組織の効率化

を図るため、｢ソーラービジネスユニット｣、｢パワコンストラテジックビジネスユニット｣、および｢ソ

ーラーシステム商品営業企画部｣を統合し、｢ソーラーシステムビジネスユニット」を新設する。 

これに伴い、｢ソーラービジネスユニット｣、｢パワコンストラテジックビジネスユニット｣、および｢ソ

ーラーシステム商品営業企画部｣を発展的に解消する。 

 

氏    名 新    職 現    職 

中川 憲亮 エコソリューションズ社 

マーケティング本部 

副本部長（営業担当） 

エコソリューションズ社 

マーケティング本部 

住建営業統括部長 

加藤 達也 エコソリューションズ社 

マーケティング本部 

副本部長（商品営業企画担当） 

エコソリューションズ社 

マーケティング本部 

都市環境商品営業企画部長 

山本 浩介 エコソリューションズ社 

マーケティング本部 

パナソニックリフォーム本部長 

エコソリューションズ社 

マーケティング本部 

パナソニックリフォーム推進本部長 

吉田 和弘 エコソリューションズ社 

エナジーシステム事業部 

ソーラーシステムビジネスユニット長 

エコソリューションズ社 

エナジーシステム事業部 

ソーラービジネスユニット長 

 

５．ＡＶＣネットワークス社における組織変更 

（ 趣旨・内容 ） 

ＡＶＣネットワークス社のさらなる経営体質の強化と事業成長を図るため、下記の組織変更を行

う。 

①日本におけるソリューション事業の開・製・販・サービス一体の経営体制を構築するために、パ

ナソニック システムネットワークス（株） ｢インフラシステム事業部｣を同社 ｢システムソリュー

ションズジャパンカンパニー｣に統合する。 

なお、現、インフラシステム事業部長 柳瀬 明典 は、同社 システムソリューションズジャパン

カンパニー 執行役員副社長とする。 

②アビオニクス事業は、｢パナソニック アビオニクス（株）｣を事業主体として事業部格とするととも

に、｢アビオニクス事業部｣をビジネスユニット格化し、「アビオニクスビジネスユニット」へ名称変

更する。 
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６．オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社における組織変更等 

（ 趣旨・内容 ） 

産業デバイス事業全体で総合的にお客様ニーズに迅速に対応するために、スマートファクトリー

ソリューション事業部傘下の｢モータビジネスユニット｣を｢メカトロニクス事業部｣傘下に移管する。 

 

氏    名 新    職 現    職 

新宮領 理 オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 

メカトロニクス事業部 事業部次長 

（兼）モータビジネスユニット長 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 

スマートファクトリーソリューション 

事業部 事業部次長 

（兼）モータビジネスユニット長 

 

７．役員への業務担当委嘱 

 （下線部は、現職に加え、今回新たに委嘱された役職） 

氏    名 新    職 現    職 

役員 

石井 誠 

 

情報システム担当 

（兼）パナソニック インフォメーション 

システムズ（株）社長、 

物流担当 

 

情報システム担当、物流担当 

なお、現社長 前川 一博 は、同社 顧問とする。 

 

８．アプライアンス社 冷熱空調デバイス事業部長等の任命 

 （下線部は、現職に加え、今回新たに任命された役職） 

氏    名 新    職 現    職 

神前 明生 アプライアンス社 

冷熱空調デバイス事業部長 

アプライアンス社 

冷熱空調デバイス事業部 

冷機デバイスビジネスユニット長 

なお、現事業部長 藤原 慎二 は、同社 エアコンカンパニー 特命担当とする。 

公門 恒夫 アプライアンス社 

常務 

デバイス事業担当 

（兼）スマートエネルギーシステム 

事業部長 

アプライアンス社 

スマートエネルギーシステム 

事業部長 

南雲 忠 アプライアンス社 

常務 

グローバル販売プラットフォーム 

構築担当 

ＡＶＣネットワークス社 

常務 

経営企画部長 
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氏    名 新    職 現    職 

吉清  和芳 アプライアンス社 

日本地域コンシューマー 

マーケティング部門 

パナソニック コンシューマー 

マーケティング（株）社長 

（兼）コンシューマー 

マーケティング ジャパン本部 

副本部長（営業総括） 

アプライアンス社 

日本地域コンシューマー 

マーケティング部門 

コンシューマーマーケティング  

ジャパン本部 

量販店営業推進センター長 

（兼）パナソニック コンシューマー 

マーケティング（株） 

ＣＥ社 社長 

右近 貞治 エコソリューションズ社 

常務 

事業開発担当 

エコソリューションズ社 

常務 

ＳＣＭセンター 所長 

寺村 富夫 エコソリューションズ社 

常務 

経理センター 所長、 

ＳＣＭセンター 所長 

エコソリューションズ社 

常務 

経理センター 所長、 

法務担当 

なお、エコソリューションズ社 専務 竹川 禎信 は、知的財産担当を解き、技術担当、デザイン

担当とする。 

川島 孝一 ＡＶＣネットワークス社 

常務 

経営企画部長 

ＡＶＣネットワークス社 

常務 

ビジュアルシステム事業部長 

馬場 英俊 ＡＶＣネットワークス社 

常務 

経理センター 所長 

ＡＶＣネットワークス社 

経理センター 

システムソリューション担当 

大橋 智加 ＡＶＣネットワークス社 

常務 

人事センター 所長 

パナソニック チャイナ(有） 

取締役 

なお、現所長 大黒 誉典 は、オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 カンパニー 

戦略室 人事戦略部 人事総括（兼）オートモーティブ人事部長とする。 

寺岡 義隆 オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 

常務 

インダストリアル営業本部長 

パナソニック オートモーティブ&インダ 

ストリアルシステムズ ヨーロッパ(有） 

上席副社長  

なお、現、同社 常務 インダストリアル営業本部長 山内 隆司 は、（株）ガンバ大阪 上席主幹

とする。 
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 （下線部は、現職に加え、今回新たに任命された役職） 

氏    名 新    職 現    職 

中屋 聡 オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 

エナジー事業 新規事業開発担当 

（兼）エナジー事業開発センター 所長、 

三洋電機（株）二次電池事業部 

蓄電システムビジネスユニット長 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 

三洋電機（株）二次電池事業部 

蓄電システムビジネスユニット長、 

エナジー事業開発センター 所長 

三島 茂樹 コーポレート戦略本部 

人材戦略部長 

グローバル人事部担当、 

人事労政部担当、採用センター担当、 

キャリアクリエイトセンター担当、 

人材開発カンパニー担当 

コーポレート戦略本部 

人材戦略部長 

玉木 真理 人事労政部長 オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 

カンパニー戦略室 

人事戦略部 人事総括 

（兼）オートモーティブ人事部長 

久米 基夫 監査部長 ＡＶＣネットワークス社 

常務 

経理センター 所長 

寺西 信彦 パナホーム（株） 

副社長執行役員 

エコソリューションズ社 

マーケティング本部 

電材営業統括部長 

松本 睦彦 パナソニック エコシステムズ（株） 

執行役員 

建設業安全管理担当、 

環境エンジニアリング 

ビジネスユニット長 

パナソニック エコシステムズ（株） 

執行役員 

企画・広報・環境・法務・行動基準順

守・情報セキュリティ・リスク管理担当、 

経営企画室長 

なお、現、同社 常務取締役 建設業安全管理担当、環境エンジニアリングビジネスユニット長

石津 哲男 は、同社 常務取締役 環境エンジニアリング事業担当、環境エンジニアリング対内

渉外担当とする。 
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氏    名 新    職 現    職 

内山 茂浩 パナソニック エコシステムズ（株） 

執行役員 

ＩＡＱビジネスユニット長、 

パナソニック エコソリューションズ 

香港（株）社長 

パナソニック エコシステムズ（株） 

執行役員 

全社海外営業担当、 

パナソニック エコソリューションズ 

香港（株）社長、 

エコソリューションズ社 

グローバルマーケティング本部 

副本部長 

なお、現、同社 常務取締役 ＩＡＱビジネスユニット長 林 勝成 は、同社 常務取締役 ＩＡＱ事

業担当、環境・法務・行動基準順守・情報セキュリティ・リスク管理担当とする。 

 

９．支店長の任命等について 

氏    名 新    職 現    職 

村山 学 北海道支店 支店長 パナソニック システムネットワークス（株） 

インフラシステム事業部 

新聞システム部 部長 

海老塚 正行 北陸支店 支店長 パナソニック システムネットワークス（株） 

システムソリューションズジャパン 

カンパニー 

四国社 営業部 部長 

猪熊 伸哉 四国支店 支店長 パナソニック システムネットワークス（株） 

インフラシステム事業部 

無線・通信システム部 

営業・ＣＳ課 課長 

なお、現 北海道支店 支店長 松島 透 は、パナソニック システムネットワークス（株）システ

ムソリューションズジャパンカンパニー ジャパンソリューションユニバーシティ 校長 とする。 

現 北陸支店 支店長 野津 純一 は、パナソニック システムネットワークス（株）システムソリ

ューションズジャパンカンパニー 公共推進室 室長 とする。 

現 四国支店 支店長 山室 浩二 は、パナソニック システムネットワークス（株）システムソリ

ューションズジャパンカンパニー 九州社 公共営業部 部長 とする。 

 

 

以    上 
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