２０１８年３月３０日

組織変更・人事異動について
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を行いますのでお知らせします。
１．エコソリューションズ社における組織変更等（２０１８年４月１日付）
（1）組織変更
グローバルマーケティング本部を母体として、海外での更なる事業拡大を推進することを目的に、
「海外事業本部」を新設、地域と事業部での共同責任経営体制を構築する。また、製販一体の
組織運営を狙いとして、「住建営業部門」をマーケティング本部からハウジングシステム事業部へ移
管する。
（2）名称変更
グループ全体として更なる事業拡大を推進することを狙いとして、パナホーム(株)から「パナソニック
ホームズ(株)」へ社名を変更する。
（下線部：変更内容）
氏
名
新
職
現
職
小栗 貴樹 エコソリューションズ社 常務
エコソリューションズ社 常務
海外事業本部長
グローバルマーケティング本部長
(兼)海外担当付 ＩＳＡＭＥＡ地域担当
西尾 匡史 エコソリューションズ社
エコソリューションズ社
ハウジングシステム事業部
マーケティング本部 住建営業統括部
営業本部長
九州住建営業部長
寺西 信彦

パナソニック ホームズ(株)取締役
副社長執行役員
住宅事業本部長

パナホーム(株)取締役
副社長執行役員
マーケティング本部長

山本 浩介

パナソニック ホームズ(株)
常務執行役員
リフォーム事業部長
パナソニック リフォーム(株)社長

パナソニック リフォーム(株)社長

２．イノベーション推進部門における組織変更等（２０１８年４月１日付）
全社 CTO 室を母体として、イノベーション推進部門全体における中長期戦略の企画・推進機能を
強化することを目的に、「イノベーション戦略室」を新設する。
（下線部：変更内容）
氏
名
新
職
現
職
磯田 雅章 イノベーション戦略室長
全社ＣＴＯ室長
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３．人事異動（２０１８年４月１日付）
氏
名
新
職
公門 恒夫
アプライアンス社 常務
デバイス事業担当

松永 陽介

中村 恭世
宮下 充弘

寺崎 温尚

前田 潔

岡 秀幸

小笠原 卓

白澤 満

中川 憲亮

右近 貞治

吉田 和弘

原田 秀昭

（下線部：変更内容）
現
職
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 常務
アプライアンス社 常務
パナソニック アプライアンス
欧州事業総括担当
ヨーロッパ 社長 (兼)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 常務
アプライアンス社 常務
人事担当、リーガル担当
人事担当
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

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
(兼)オーディオ・ネットワーク
ビジネスユニット長
アプライアンス社
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
冷熱空調デバイス事業部
冷機コンプレッサービジネスユニット長
アプライアンス社
エコソリューションズ社 副社長
パナソニック産機システムズ(株)
パナソニック エコシステムズ(株)社長
代表取締役 副社長 (兼)環境エンジニアリングビジネス
ユニット長
エコソリューションズ社 常務
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、
技術担当、デザイン担当、製造担当、
品質・環境推進担当
事業開発担当、品質・環境推進担当
エコソリューションズ社 常務
エコソリューションズ社
パナソニック エコシステムズ（株）社長
エナジーシステム事業部
パワー機器ビジネスユニット長
エコソリューションズ社
アンカー エレクトリカルズ（株）社長
エナジーシステム事業部
パワー機器ビジネスユニット長
エコソリューションズ社
エコソリューションズ社
ハウジングシステム事業部長付
マーケティング本部
住建営業統括部長
パナソニック エコシステムズ(株)
エコソリューションズ社 常務
常務取締役
マーケティング本部 副本部長
環境エンジニアリングビジネス
（戦略企画・エンジニアリング事業担当）
ユニット長
エコソリューションズ社
エコソリューションズ社
技術本部長付 エネルギー担当
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
コネクティッドソリューションズ社 副社長
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、
事業戦略担当、経営企画担当
セキュリティ事業担当
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氏
名
江坂 忠晴

行武 剛

藤原 哲哉

中山 正春

尾崎 祥平

山崎 徹

新
職
コネクティッドソリューションズ社 副社長
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、
ストレージ事業担当
コネクティッドソリューションズ社 常務
技術・品質・環境担当

（下線部：変更内容）
現
職
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
コネクティッドソリューションズ社 常務
技術担当、品質担当
(兼)イノベーションセンター 技術統括

コネクティッドソリューションズ社 常務 パナソニック システムソリューションズ
欧州ソリューション総括
アジアパシフィック社 社長
(兼)パナソニック システムコミュニケーションズ
ヨーロッパ社 社長
コネクティッドソリューションズ社 常務 パナソニック ノースアメリカ（株）
パナソニック システムソリューションズ
コネクティッドソリューションズ社
ノースアメリカ社 社長
北米本部長
(兼)パナソニック システムコミュニケーションズ
ノースアメリカ社 社長
(兼)パナソニック メディアエンターテインメント
カンパニー 社長
コネクティッドソリューションズ社
コネクティッドソリューションズ社
セキュリティシステム事業部長
セキュリティシステム事業部
パブリックソリューションストラテジック
ビジネスユニット長
コネクティッドソリューションズ社
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 所次長
イノベーションセンター 所長付
(兼) IoT プラットフォーム事業総括

松本 時和

コネクティッドソリューションズ社付

中屋 聡

オートモーティブ＆インダストリアル
オートモーティブ＆インダストリアル
システムズ社
システムズ社
三洋電機(株)
エナジー事業 新規事業開発担当
エナジーソリューション事業部長
(兼)エナジー事業開発センター 所長
(兼)エナジー事業開発センター 所長
(兼)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
オートモーティブ＆インダストリアル
システムズ社
システムズ社
三洋電機(株) テスラエナジー事業部長 三洋電機(株)
二次電池事業部 事業部次長
（兼）Tesla 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
オートモーティブ＆インダストリアル
システムズ社
システムズ社
三洋電機(株) オートモーティブ
三洋電機(株)
エナジー事業部 事業総括担当
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

渡邊 庄一郎

木谷 千秋
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コネクティッドソリューションズ社 常務
モノづくりプロセス担当

氏

名

池田 剛昭

島田 伊三男

工藤 俊和

新

（下線部：変更内容）
現
職

職

オートモーティブ＆インダストリアル
オートモーティブ＆インダストリアル
システムズ社
システムズ社
メカトロニクス事業部 事業部次長
メカトロニクス事業部 営業統括部長
宮部専務付 新規事業開発担当
コネクティッドソリューションズ社
(兼)ビジネスイノベーション本部
セキュリティシステム事業部長
事業開発センター 所長
リスク・ガバナンス本部
アプライアンス社 常務
事業法務部長
リーガル担当

稲垣 道世

品質・環境本部長付

品質・環境本部長

尾本 勝彦

品質・環境本部長

品質・環境本部 副本部長

三好 満

グローバル調達社
集中契約センター 所長

グローバル調達社
集中購買センター 所長

４．支店長の任命等について（２０１８年４月１日付）
氏
名
新
職

（下線部：変更内容）
現
職

岩本 英明

関西支店 支店長

中部支店 支店長

木下 恒彦

中部支店 支店長

中国支店 支店長

山村 隆章

中国支店 支店長

パナソニック システムソリューションズ
ジャパン株式会社
中部社 エンジニアリング事業総括
（兼）事業開発室 室長
（兼）エンジニアリング１部 部長

高山 俊宏

九州支店 支店長

エコソリューションズ社
マーケティング本部 法人営業統括部
開発営業部 公需営業推進部 部長
以
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上

