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【訂正】2019 年 3 月 29 日 

4 ページ目に 1 件追加。 

２０１９年３月２９日 

組織変更・人事異動等について 
 
パナソニック株式会社は、以下の通り、組織変更および人事異動等を行いますのでお知ら
せします。 
 
１．コーポレート戦略本部における組織変更等（２０１９年４月１日付） 

中国・北東アジア社、ＵＳ社に対する事業推進支援をより一層強化する事を目的として、コーポレ
ート戦略本部内に「グローバル事業推進部」を新設する。 
 （下線部：変更内容） 

氏  名 新  職 現  職 

田中 邦生 コーポレート戦略本部  
グローバル事業推進部長、 

ＵＳ社 ヴァイスプレジデント 
企画担当 

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 

 
２．コネクティッドソリューションズ社における組織変更等（２０１９年４月１日付） 

｢サービスインテグレーション事業｣への構造転換を目的として、重点ソリューションおよびサービ
ス事業の加速、マーケティングの前線化による業界特化商材・サービスの創出に向けた組織再
編を行う。公共システム事業部門および社会システム事業部門については、両部門を統合し、ワ
ンマーケット体制として「パブリックシステム事業本部」を新設する。        （下線部：変更内容） 

氏  名 新  職 現  職 

奥村 康彦 パナソニック システム 
ソリューションズ ジャパン(株) 

 代表取締役副社長 執行役員副社長 
パブリックシステム事業本部長 

パナソニック システム 
ソリューションズ ジャパン(株) 

 取締役 専務執行役員 
社会システム本部長 

 
３．イノベーション推進部門における組織変更等（２０１９年４月１日付） 

パナソニックグループにおける「デザイン経営」の実現を通じた企業競争力の強化を目的とし
て、現行のデザイン職能の企画・行政機能およびコンサルティング・先行開発機能を拡充し「デザ
イン本部」を新設する。新体制では、全社テーマの推進を牽引するとともに、国内外のデザイン職
能の統括・支援機能を強化する。 
なお、新体制に伴い「デザイン戦略室」は発展的に解消する。        （下線部：変更内容） 

氏  名 新  職 現  職 

臼井 重雄 デザイン本部長 
(兼)アプライアンス社 

 デザインセンター所長 

デザイン戦略室長 
(兼)アプライアンス社  

デザインセンター所長 

 
４．グローバル調達社における組織変更等（２０１９年４月１日付） 

調達分野別の特性に合ったマネジメント体制構築を目的として、「デバイス集中契約センター」と
「原材料・機構集中契約センター」を新設する。 
なお、新体制に伴い「集中契約センター」は発展的に解消する。 
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５．人事異動（２０１９年４月１日付）                         （下線部：変更内容） 

氏  名 新  職 現  職 

公門 恒夫 アプライアンス社 常務  
食品流通・デバイス事業担当 

アプライアンス社 常務 
デバイス事業担当 

坂本 敏浩 アプライアンス社 常務 
製造担当、品質担当、調達担当 

アプライアンス社  
ビューティ・リビング事業部長 

沢田 宜明 アプライアンス社 
 空調冷熱ソリューションズ事業部 
  エアコンビジネスユニット長 

アプライアンス社 
エアコンカンパニー  
エアコン事業部長 

石原 力 アプライアンス社 
 空調冷熱ソリューションズ事業部 
  業務用空調ビジネスユニット長 

アプライアンス社 
 エアコンカンパニー  

大型空調ビジネスユニット長 

宮下 充弘 アプライアンス社 
 スマートライフネットワーク事業部 
  戦略企画室長 

アプライアンス社 
 ホームエンターテインメント事業部長 

豊嶋 明 アプライアンス社 
 スマートライフネットワーク事業部 
  ビジュアル・サウンドビジネスユニット長 

アプライアンス社 
 ランドリー・クリーナー事業部 
  トワレ・電気暖房事業 総括担当 

山根 洋介 アプライアンス社 
 スマートライフネットワーク事業部 

イメージングビジネスユニット長 

アプライアンス社 
イメージングネットワーク事業部長 

坂田 徹 アプライアンス社 
 スマートライフネットワーク事業部 

スマートコミュニケーション 
ビジネスユニット長 

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 

捧 雅之 アプライアンス社  
キッチン空間事業部  
調理機器ビジネスユニット長 

アプライアンス社 
キッチンアプライアンス事業部長 

安平 宣夫 アプライアンス社 
キッチン空間事業部  
冷蔵庫・食洗機ビジネスユニット長 

アプライアンス社 
ランドリー・クリーナー事業部長 

堤 篤樹 アプライアンス社 
 ランドリー・クリーナー事業部長 

アプライアンス社 
 コールドチェーン事業部長 

林 眞一 アプライアンス社  
ビューティ・パーソナルケア事業部長 

パナソニック マニュファクチャリング 
フィリピン(株)社長 

冨永 弘幸 アプライアンス社 
 コールドチェーン事業部長 

アプライアンス社 
コールドチェーン事業部 
日本地域総括 

宮地 晋治 
 

アプライアンス社 
コンシューマーマーケティング 

ジャパン本部 
 商品センター所長 

アプライアンス社 
コンシューマーマーケティング 

ジャパン本部 
ＡＶＣ商品部長 
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（下線部：変更内容） 

氏  名 新  職 現  職 

南雲 忠  アプライアンス社 
 海外マーケティング本部 
  海外販社サポートセンター所長 

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 
(兼)海外マーケティング本部 

海外販社サポートセンター所長 

松永 陽介 
 
 

アプライアンス社 
パナソニック アプライアンス 

ヨーロッパ 社長 

アプライアンス社 常務 
パナソニック アプライアンス 

ヨーロッパ 社長 

佐々木 雅俊 パナソニック マニュクチャリング 
フィリピン(株)社長 

アプライアンス社 
冷蔵庫事業部長 

筒井 俊治 アプライアンス社 
 品質革新本部長 

アプライアンス社  
テレビ事業部長 

岡 秀幸 ライフソリューションズ社 常務 
技術担当、デザイン担当、 
知的財産担当、製造担当、 
品質・環境推進担当 

エコソリューションズ社 常務 
技術担当、デザイン担当、 
製造担当、品質・環境推進担当 

四方 哲郎 ライフソリューションズ社 常務 
ＣＣ・ＳＣＭ担当 

エコソリューションズ社 常務 
ＣＣ・ＳＣＭ・スペース＆メディア担当 

小黒 克也 ライフソリューションズ社 常務 
人事担当、法務担当 

エコソリューションズ社 常務 
人事担当 

小笠原 卓 ライフソリューションズ社 常務 
パナソニック エコシステムズ(株)社長 

中国・北東アジア社 
 住建空間事業部 副事業部長  

エコソリューションズ社 常務 
パナソニック エコシステムズ(株)社長 

 

松本 睦彦 
 

ライフソリューションズ社 常務 
経営企画担当、情報渉外担当 

エコソリューションズ社 常務 
経営企画担当 

藤谷 達 
 

ライフソリューションズ社 常務 
経理担当 

エコソリューションズ社  
経理部長 

磯田 雅章 ライフソリューションズ社 
 技術本部 副本部長 

イノベーション戦略室長 

小栗 貴樹 ライフソリューションズ社 
海外担当付  

 東南アジア・大洋州地域担当 
 (兼)海外事業本部 
     東南アジア・大洋州統括部長 

エコソリューションズ社 常務 
海外事業本部長 

寺西 信彦 パナソニックホームズ(株) 
代表取締役 副社長執行役員 
営業担当 

パナソニックホームズ(株) 
代表取締役 副社長執行役員 
住宅事業本部長 

井上 二郎 パナソニックホームズ(株) 
取締役 副社長執行役員 
家づくり・街づくり・リフォーム 

・海外事業担当 

パナソニックホームズ(株) 
取締役 副社長執行役員 
街づくり・リフォーム・海外事業担当 
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 （下線部：変更内容） 

氏  名 新  職 現  職 

寺村 富夫 ケイミュー株式会社 
 代表取締役 副社長執行役員 

エコソリューションズ社 常務 
経理担当 

隅田 和代 オートモーティブ社 常務 
企画担当、情報企画担当、物流担当、 
企画センター所長 

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 経営企画部長 

樋之口 雅夫 オートモーティブ社 常務 
 経理担当、 
 経理センター所長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 

エナジー経理センター所長 

加藤 直浩 
 

オートモーティブ社 常務 
人事担当、総務担当、 
人事センター所長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 

インダストリアル人事担当 総括 

久田 元史 オートモーティブ社 
ＨＭＩシステムズ事業部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 

オートモーティブ事業 
モノづくり総括担当 

小林 稔 オートモーティブ社  
車載システムズ事業部 事業部次長 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 

車載エレクトロニクス事業部 事業部次長 

高橋 学 インダストリアルソリューションズ社 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 常務 

品質担当、製造担当 

北山 浩幸 インダストリアルソリューションズ社 常務 
企画担当、情報企画担当、物流担当、 
企画センター所長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 

エナジー企画センター所長 

河合 哲也 インダストリアルソリューションズ社 常務 
経理担当、 
経理センター所長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 常務 

経理担当 

西村 章 インダストリアルソリューションズ社 常務 
人事担当、総務担当、 
人事センター所長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 常務 

人事担当、総務担当 

池田 剛昭  
 

インダストリアルソリューションズ社  
メカトロニクス事業部 事業部次長 

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 

新宮領 理 インダストリアルソリューションズ社 
 産業デバイス事業部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 

 メカトロニクス事業部 事業部次長 

中屋 聡 インダストリアルソリューションズ社 

三洋電機(株)エナジー 

ソリューション事業部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 

三洋電機(株)エナジー 

ソリューション事業部長 

奥長 秀介 インダストリアルソリューションズ社 
エナジーデバイス事業部長 

パナソニック エナジー タイ(株)社長 
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（下線部：変更内容） 

氏  名 新  職 現  職 

牧野 秀志 インダストリアルソリューションズ社 
電子材料事業部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 
電子材料事業部長 

趙
ヂャオ

 炳
ビ ン

弟
デ ィ

 中国・北東アジア社 常務 
事業開発担当、 
パナソニック チャイナ(有)董事 総裁 

パナソニック チャイナ(有)董事 総裁 

呉
ウ ー

 亮
リャン

 中国・北東アジア社 常務 
スマートライフ家電事業部長 
(兼)パナソニックＡＰチャイナ(有)社長 

アプライアンス社 常務 
パナソニックＡＰチャイナ(有)社長 

神前 明生 中国・北東アジア社 常務 
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長 

林
リ ン

 渊
ユェン

伝
ユ ン

 中国・北東アジア社 常務 
台湾事業部長 
(兼)パナソニック台湾(株)社長 

パナソニック台湾(株)社長 

川野 敬和 中国・北東アジア社 常務 
経理センター所長、 
パナソニック チャイナ(有)董事 
総会計師 

パナソニック チャイナ(有)董事 
総会計師 

 

西 隆之 
 

中国・北東アジア社 常務 
人事戦略センター所長、 
パナソニック チャイナ(有)董事 
人事担当 

アプライアンス社 
カンパニー戦略本部 
人事戦略センター 所次長 

Megan
メ ー ガ ン

 Lee
リ ー

 ＵＳ社 ヴァイスプレジデント 
事業開発担当、人事担当、 

パナソニック ノースアメリカ(株) 
ヴァイスプレジデント 

戦略企画担当、 
チーフ・ヒューマンリソース 

・オフィサー（ＣＨＲＯ） 

パナソニック ノースアメリカ(株) 
ヴァイスプレジデント 

戦略企画担当、 
チーフ・ヒューマンリソース 

・オフィサー（ＣＨＲＯ） 

Tom
ト ム

 Korte
コ ル テ

 ＵＳ社 ヴァイスプレジデント 
経理担当、 

パナソニック ノースアメリカ(株) 
シニアヴァイスプレジデント 

管理担当 

パナソニック ノースアメリカ(株) 
シニアヴァイスプレジデント 

管理担当  

高本 泰明 ＵＳ社 ヴァイスプレジデント 
 三洋電機(株)テスラエナジー事業部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 
システムズ社 

三洋電機(株)テスラエナジー事業部 
総括担当 

下田平 麻志 イノベーション戦略室長 パナソニック Ｒ＆Ｄセンター 
 シンガポール 社長 

島田 伊三男 
 

ビジネスイノベーション本部 
プロジェクト推進担当 

宮部専務付 新規事業開発担当 
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（下線部：変更内容） 

氏  名 新  職 現  職 

加藤 知之 施設管財部長 ブランドコミュニケーション本部 
コーポレートブランドプランニング部長 

細川 浩二 ブランドコミュニケーション本部 
コーポレートブランドプランニング部長 

ブランドコミュニケーション本部 
広報部長 

上田 京治 パナソニック・ゴーベル インドネシア(株) 
日系渉外担当代表 

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 

渡邊 庄一郎 エナジー技術担当付 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)テスラエナジー事業部長 

 
 
６．人事（２０１９年４月１日付） 

 
７．支店長の人事異動（２０１９年４月１日付）                    （下線部：変更内容） 

氏  名 新  職 現  職 

村山 学 東北支店 支店長 北海道支店 支店長 

東 淳司 北海道支店 支店長 パナソニック システム 
ソリューションズ ジャパン（株） 

公共システム本部 
公共営業統括部 公共営業３部 

大橋 健司 神奈川支店 支店長 東京オリンピック・パラリンピック 
推進本部 

副本部長付 総括担当 

 
以    上 

氏  名 新  職 

林
リ ン

 南
ナ ン

 中国・北東アジア社 常務 
経営企画センター所長、パナソニック チャイナ(有)董事 企画担当 


