
  

 

２０１７年３月３１日 

 

組織変更・人事異動等について 

 

（２０１７年４月１日付） 

１．アプライアンス社における組織変更等 

（ 趣旨・内容 ） 

コンシューマー事業の一元化を狙いとして、ＡＶＣネットワークス社から「イメージングネットワーク

事業部」におけるコンシューマー事業ならびに光学デバイス事業に関わる組織と「コミュニケーショ

ンプロダクツ事業部」をアプライアンス社へ移管する。 

                                 （下線部：変更内容） 

氏    名 新    職 現    職 

山根 洋介 アプライアンス社 

イメージングネットワーク事業部長 

ＡＶＣネットワークス社 

イメージングネットワーク事業部長 

南 恭博 アプライアンス社 

コミュニケーションプロダクツ事業部長 

ＡＶＣネットワークス社 常務 

コミュニケーション事業担当 

(兼)コミュニケーションプロダクツ事業部長 

(兼)オフィスプロダクツ事業部長 

 

２．エコソリューションズ社における組織変更等 

（ 趣旨・内容 ） 

今後、拡大を目指すライフソリューション事業とのシナジーによる電動アシスト自転車の販売拡大

とサービス事業の拡大を狙いとして、アプライアンス社から「パナソニック サイクルテック（株）」を

エコソリューションズ社に移管する。また、住宅関連商品の幅広い展開を更に加速すべく、ハウジ

ングシステム事業部内にある「内装システムビジネスユニット」を「建築システムビジネスユニット」

に名称変更する。 

（下線部：変更内容） 

氏    名 新    職 現    職 

倉本 知典 エコソリューションズ社 

ハウジングシステム事業部 

建築システムビジネスユニット長 

エコソリューションズ社 

ハウジングシステム事業部 

内装システムビジネスユニット長 
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３．コネクティッドソリューションズ社の新設等 

（ 趣旨・内容 ） 

ＡＶＣネットワークス社を母体として、「エンターテインメント」「流通・物流」「パブリック」「製造」「アビ

オニクス」の５つの重点業界を定め、全社ＢtoＢソリューション事業成長の中核を担う顧客密着型

事業体制の構築を目的に「コネクティッドソリューションズ社」を新設する。 

①メディアエンターテインメント事業部 

映像、音、光による空間総合演出プロデューサーとして顧客満足に貢献すべく、イメージングネ

ットワーク事業部におけるプロＡＶ事業に関わる組織、ビジュアルシステム事業部、パナソニック 

システムネットワークス（株)のＡＶシステムビジネスユニットを統合し、「メディアエンターテインメ

ント事業部」を新設する。 

②プロセスオートメーション事業部 

ＡＶＣネットワークス社が保有するＩｏＴ技術とのシナジーで、装置販売中心の既存事業のビジネ

スモデルの変革や新規重点分野の開発及び非製造業での事業創出による成長を目指すことを

狙いとして、オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社のファクトリーソリューション事業を

コネクティッドソリューションズ社へ移管し、「プロセスオートメーション事業部」を新設する。 また、

リソースの柔軟活用、更なるスピード経営の実現と変革の加速を狙いとして、現在のパナソニッ

ク ファクトリーソリューションズ（株）、パナソニック溶接システム（株)、パナソニック溶接システム

加賀（株)を統合し、同事業部傘下に「パナソニック スマートファクトリーソリューションズ（株)」を

新設する。 

③モバイルソリューションズ事業部 

モバイルワーカーの業務革新に貢献するという役割を明確にすべく、ＩＴプロダクツ事業部を 

「モバイルソリューションズ事業部」に名称変更する。 

④ストレージ事業開発センター 

より機動的かつ大胆な戦略投資による成長を目指し、ストレージ事業部をセンター組織として 

運営する。これに伴い「ストレージ事業開発センター」へ名称変更する。 

⑤パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 

当社のＢtoＢソリューション事業を担う会社という位置づけを明確にし、お客様への訴求効果を

高め、ソリューション事業の推進に最適な経営管理体制を構築することを狙いとして、現在のパ

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を母体とし

て「パナソニック システムソリューションズ ジャパン（株)」を新設する。 

⑥その他 

・技術部門 

ＡＶＣネットワークス社の保有する技術の更なる活用・事業貢献を狙いとして、技術本部ならび

に事業開発センターの機能を、コネクティッドソリューションズ社 イノベーションセンター、全社

のイノベーション推進部門（４月１日付でテクノロジー＆デザイン部門から名称変更）ならびに

関連カンパニー技術部門へ移管する。 

・スタッフ部門 

カンパニーとしての戦略立案力の強化と、役割の明確化を狙いとして、経営企画部を「カンパ

ニー戦略企画室」へ名称変更する。 
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（下線部：変更内容） 

氏    名 新    職 現    職 

原田 秀昭 コネクティッドソリューションズ社 副社長 

事業戦略担当、経営企画担当 

 (兼)カンパニー戦略企画室長 

コーポレート戦略本部 経営企画部長 

川島 孝一 コネクティッドソリューションズ社 常務 

ソリューションマーケティング担当、 

セキュリティ事業担当、 

ストレージ事業担当 

ＡＶＣネットワークス社 常務 

経営企画部長 

坂元 寛明 コネクティッドソリューションズ社 常務 

モバイルソリューションズ事業部長 

ＡＶＣネットワークス社 常務 

ビジネスモバイル事業担当 

（兼)ＩＴプロダクツ事業部長 

貴志 俊法 コネクティッドソリューションズ社 

ストレージ事業開発センター 所長 

ＡＶＣネットワークス社 

ストレージ事業部長 

 

４．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 ） 

車載事業全体のシステム設計・仕様づくりの更なる進展を目指し、事業部をまたがるシステム 

ソリューション開発体制を構築すべく、現オートモーティブ開発センター、ＡＶ＆ＩＣＴ開発センターお

よびオートモーティブ事業開発センターを統合し、オートモーティブ開発本部を新設する。 

（下線部：変更内容） 

氏    名 新    職 現    職 

水山 正重 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 

オートモーティブ開発本部長 

オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 

インフォテインメントシステム事業部 

 技術担当 

 

５．ＭＩＣＥ事業推進本部の新設 

（ 趣旨・内容 ） 

国の成長戦略の柱である「国際競争力の高い観光サービス産業の育成による地域活性・都市再

開発」の実現に向け、宿泊施設・エンターテインメント・商業施設の一体開発・運用等を行うＭＩＣＥ

事業に参画し、当社のサービス・ソリューション事業の機会拡大と、新たな運用請負型ビジネスを

創出することを目的として「ＭＩＣＥ事業推進本部」を新設する。 

※MICE とは、Meeting（会議）・ Incentive Travel（招待/研修旅行）・Convention（国際会議）・ 

Exhibition/Event（展示会/見本市） の略称 
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 ６．人事異動                                           （下線部：変更内容） 

氏    名 新    職 現    職 

堂埜 茂 アプライアンス社 常務 

食品流通事業担当 

アプライアンス社 常務 

企画担当 

小本 洋 アプライアンス社 常務 

企画担当 

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     

専門店営業推進センター センター長 

呉 亮 アプライアンス社 常務 

パナソニックＡＰチャイナ（有）社長 

アプライアンス社 

パナソニック アプライアンス社（中国）副社長 

廣瀬 諭紀雄 パナソニック アジアパシフィック（株) 

取締役 企画担当 

パナソニック マーケティング ヨーロッパ（株）  

パナソニック コンシューマーマーケティング 

 ヨーロッパ 社長 

松永 陽介 アプライアンス社 常務 

 欧州事業総括担当 

(兼)パナソニック マーケティング ヨーロッパ（株） 

パナソニック コンシューマーマーケティング 

 ヨーロッパ 社長 

アプライアンス社 

 キッチンアプライアンス事業部長 

岡山 秀次 エコソリューションズ社 副社長 

ＣＣセンター所長、 

ＳＣＭセンター所長、 

スペース＆メディア担当 

エコソリューションズ社 副社長 

エナジーシステム事業部長、 

ＣＣセンター所長、 

スペース＆メディア担当 

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 

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 

道浦 正治 エコソリューションズ社 常務 

ライティング事業部長 

エコソリューションズ社 常務 

ライティング事業部長 

 (兼)ライティング機器ビジネスユニット長 

丸山 英治 エコソリューションズ社 

ライティング事業部 

 ライティング機器ビジネスユニット長 

パナソニック エナジーマレーシア（株）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、 

マーケティング本部 副本部長 

(イノベーション担当) 

エコソリューションズ社 常務 

事業開発担当、 

マーケティング本部 副本部長 

(マーケティングイノベーション担当) 
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（下線部：変更内容） 

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 

(市販営業担当) 

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・ショウルーム担当) 

江坂 忠晴 コネクティッドソリューションズ社 常務 

 イノベーション＆デザイン担当 

(兼)イノベーションセンター 所長 

ＡＶＣネットワークス社 

 イノベーションセンター 所長 

行武 剛 コネクティッドソリューションズ社 常務 

技術担当 

(兼)イノベーションセンター 技術総括 

ＡＶＣネットワークス社 

イノベーションセンター 技術総括 

清水 義正 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 

カンパニー戦略室付 

オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社

常務 

カンパニー戦略・企画担当 

 (兼)カンパニー戦略室長 

田中 邦生 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 

常務 

カンパニー戦略・企画担当、情報企画担当 

(兼)カンパニー戦略室長 

(兼)オートモーティブ戦略担当総括 

オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 

オートモーティブ戦略担当総括 

高橋 学 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 

常務 

品質担当、製造担当 

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)パナソニック 溶接システム(株)社長 

(兼)パナソニック 溶接システム加賀(株)社長 

木谷 千秋 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 

二次電池事業部 事業部次長 

(兼)小型二次電池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 

エナジーデバイス事業部長 

只信 一生 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 

エナジーデバイス事業部長 

オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 

デバイスソリューション事業部 

熱・ノイズソリューションビジネスユニット長 

中堀 真介 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 

モノづくり・品質強化センター付 

 

オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 

常務 

管理担当 

副島 大規 パナソニック マーケティング 

 ミドルイースト・アフリカ（有） 社長 

ブランドコミュニケーション本部 

グローバルコミュニケーション部長 
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（下線部：変更内容） 

氏    名 新    職 現    職 

土屋 浩司 ブランドコミュニケーション本部 

グローバルコミュニケーション部長 

ブランドコミュニケーション本部 

広報部長 

丸山 哲朗 ブランドコミュニケーション本部 

宣伝部長 

パナソニック サイクルテック(株) 社長 

田中 昌行 生産技術本部付 生産技術本部 副本部長 

モノづくり強化担当 

尾本 勝彦 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 

事業担当 

豊田 秀夫 知的財産センター付 パナソニックＩＰマネジメント(株)社長 

(兼)知的財産センター 所長 

德田 佳昭 知的財産センター 所長 知的財産センター 

知財戦略部長 

永田 雅春 グローバル調達社 

集中契約・戦略事業担当 副社長 

（兼）集中契約センター 所長 

グローバル調達社 

集中契約センター 所長 

山内 政直 グローバル調達社 

海外担当 副社長 

アプライアンス社 常務 

パナソニック チャイナ(有) 

パナソニック アプライアンス社（中国）社長 

香田 敏行 パナソニック ソリューションテクノロジー（株）社長 ＡＶＣネットワークス社 

事業開発センター 所長 

以    上  

 


