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パナソニック株式会社は、以下の通り、組織変更・人事異動を行いますのでお知らせします。 

 

 

 

（2023年 4月 1日付） 

下線部が変更点 

１．執行役員の業務担当変更 

氏名 新担当 現担当 

品田 正弘 

社長執行役員 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、 

ＦＦ市場対策担当、ＤＥＩ推進担当 

社長執行役員 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー (ＣＥＯ)、 

チーフ・カスタマーエクスペリエンス・オフィサ

ー(ＣＣＸＯ)、ＦＦ市場対策担当、ＤＥＩ推進担当 

伊東 大三 （3月 31日付） 退任 副社長執行役員 海外担当 

片山 栄一 

副社長執行役員 

コールドチェーンソリューションズ社 社長、 

チーフ・デジタル・オフィサー(ＣＤＯ)、 

ＤＥＩ推進担当 

副社長執行役員 

コールドチェーンソリューションズ社 社長、 

ＤＥＩ推進担当、コールドチェーン事業部長 

道浦 正治 

副社長執行役員 

建設業・安全管理責任者 

空質空調社 社長、ＤＥＩ推進担当 

副社長執行役員 

建設業・安全管理責任者 

空質空調社 社長、 

マーケティング担当(兼)グローバルマーケティ

ング本部長、ＤＥＩ推進担当、 

空調冷熱ソリューションズ事業部長 

大瀧 清 

副社長執行役員 

品質担当 

エレクトリックワークス社 社長、 

ＤＥＩ推進担当 

副社長執行役員 

品質担当 

エレクトリックワークス社 社長、 

海外担当(兼)海外事業本部長、 

ＤＥＩ推進担当 

松下 理一 

副社長執行役員 

くらしアプライアンス社 社長、 

ＤＥＩ推進担当 

常務執行役員 

くらしアプライアンス社 社長、 

ＤＥＩ推進担当 

パナソニック株式会社 組織変更・人事異動のお知らせ 



 

氏名 新担当 現担当 

加藤 直浩 

常務執行役員 

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ) 

執行役員 

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー(ＣＨＲ

Ｏ) 

松本 道正 

常務執行役員 

チーフ・リーガル・オフィサー(ＣＬＯ)、 

リスクマネジメント担当、薬事担当 

執行役員 

チーフ・リーガル・オフィサー(ＣＬＯ)、 

リスクマネジメント担当、薬事担当 

重田 光俊 

常務執行役員 

チーフ・グリーン・トランスフォーメーション・ 

オフィサー(ＣＧＸＯ) 

エレクトリックワークス社 副社長、 

チーフ・グリーン・トランスフォーメーション・ 

オフィサー(ＣＧＸＯ)、エネルギー事業担当 

執行役員 

チーフ・グリーン・トランスフォーメーション・オ

フィサー(ＣＧＸＯ) 

エレクトリックワークス社 副社長、 

エネルギー事業担当、エナジーシステム事業

部長 

堤 篤樹 
常務執行役員 

チーフ・プロダクティビティ・オフィサー(ＣＰＯ) 

執行役員 

チーフ・プロダクティビティ・オフィサー(ＣＰＯ) 

宮地 晋治 

執行役員 

コンシューマーマーケティングジャパン本部長 

(兼)パナソニック コンシューマーマーケティ

ング㈱ 代表取締役社長 

(兼)くらしアプライアンス社 副社長 国内マ

ーケティング担当 

執行役員 

コンシューマーマーケティングジャパン本部長 

(兼)パナソニック コンシューマーマーケティン

グ㈱ 代表取締役社長 

臼井 重雄 

執行役員 

チーフ・カスタマーエクスペリエンス・オフィサ

ー(ＣＣＸＯ)、デザイン担当、ブランド・コミュニ

ケーション担当 

執行役員 

カスタマーエクスペリエンス担当 

(兼)デザイン本部長 

吉田 博一 

執行役員 

海外マーケティング本部長 

(兼)くらしアプライアンス社 副社長 海外マ

ーケティング担当 

執行役員 

海外マーケティング本部長 

 

 

２．中国・北東アジア社 

  【組織変更】 

① 中国事業の着実な成長を目指し、当社がより強みを発揮できるくらし空間事業にリソー

スを集中するため、「コールドチェーン（中国）事業部」を発展的に解消する。 

② 事業専鋭化の観点から、「冷熱空調デバイス事業部」の一部事業を空質空調社へ移管

の上、当該事業部を発展的に解消する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

【担当変更・人事異動】 

氏名 新担当 現担当 

渕上 英巳 
ＣＥＯ付 上席主幹 

※（3月 31日付） 経営会議メンバー 退任 

副社長 

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ) 

横尾 定顕 
ＣＥＯ付 上席主幹 

※（3月 31日付） 経営会議メンバー 退任 

副社長 

コールドチェーン(中国)事業部長 

田中 淳裕 

常務 

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ) 

くらしアプライアンス社 くらしプロダクトイノベ

ーション本部 コアテクノロジー開発センター 

所長 

 

 

 

３．くらしアプライアンス社 

 

【担当変更・人事異動】 

氏名 新担当 現担当 

林  眞一 

副社長 

経営企画担当、アジア複品会社担当、 

ハウジングアプライアンス事業担当、 

調達戦略担当 

副社長 

経営企画担当、ビューティ・パーソナル 

ケア事業担当、ハウジングアプライアンス事

業担当、調達戦略担当 

宮地 晋治 

副社長 

国内マーケティング担当 

※本務：パナソニック㈱ 執行役員 コンシ

ューマーマーケティングジャパン本部長 

※本務：パナソニック㈱ 執行役員 コンシュ

ーマーマーケティングジャパン本部長 

吉田 博一 

副社長 

海外マーケティング担当 

※本務：パナソニック㈱ 執行役員 海外マ

ーケティング本部長 

※本務：パナソニック㈱ 執行役員 海外マー

ケティング本部長 



 

氏名 新担当 現担当 

下林 伸行 

常務 

キッチン空間事業部 調理機器ビジネスユ

ニット長 

中国・北東アジア社 経営企画センター 在籍 

パナソニックチャイナ 出向 

経営企画センター 副所長 

捧 雅之 

特命担当 上席主幹 常務 

キッチン空間事業部 調理機器ビジネスユニ

ット長 

木村 博光 
パナソニック㈱ デザイン本部長 くらしプロダクトイノベーション本部 デザイン

センター所長 

 

 

４．空質空調社 

【組織変更】 

市場競争力強化の観点から、現在の「空調冷熱ソリューションズ事業部」及び「グローバル

マーケティング本部」を発展的に解消し、パナソニック エコシステムズ株式会社※も含め、

マーケット起点の再編を実施する。  ※事業部としての位置づけは解消、法人は存続 

① 地域軸経営として、「ＨＶＡＣ欧州事業部」を新設。日本・アジア・北米等の日本広域事業

領域においては、空質と空調のカテゴリーを「設備ソリューションズ事業部」「住宅システ

ム機器事業部」「水ソリューションズビジネスユニット」に再編する。 

② 顧客視点でのソリューション拡大を図るため、「マーケティング本部」と「ソリューション・

エンジニアリング事業本部」を新設する。 

③ 中国・北東アジア社の「冷熱空調デバイス事業部 エアコン冷熱デバイスビジネスユニッ

ト」の空調用コンプレッサー事業の移管に伴い、「空調デバイス事業部」を新設する。 

④ パナソニック㈱直轄組織である「光学デバイスビジネスユニット」を傘下に編入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【担当変更・人事異動】 

氏名 新担当 現担当 

道浦 正治 

社長 

ＤＥＩ推進担当 

社長 

マーケティング担当(兼)グローバルマーケティ

ング本部長、ＤＥＩ推進担当、 

空調冷熱ソリューションズ事業部長 

石原 力 
副社長 

マーケティング担当 

常務  

経営企画担当(兼)企画本部長 

小笠原 卓 

副社長  

日本・広域事業担当、 

パナソニック エコシステムズ㈱ 代表取締

役社長 

副社長  

空質空調融合事業・商品担当、品質担当、環

境担当、ＳＣＭ担当、安全衛生担当、 

パナソニック エコシステムズ㈱ 代表取締役

社長(兼)環境エンジニアリングビジネスユニッ

ト長 

蛯原 健治 
常務  

チーフ・リーガル・オフィサー（ＣＬＯ） 

パナソニックコネクト㈱ 

法務コンプライアンス本部 総括担当 

井之川裕一 
常務  

ＤＸ担当 

常務  

ＩＴ担当 

井上 喜文 
常務  

経営企画担当(兼)企画本部長 

パナソニックホールディングス㈱ 

経営企画グループ長 

上田 和彦 

常務 

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー（ＣＨ

ＲＯ） 

常務 

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー（ＣＨＲ

Ｏ）、法務担当 

右近 貞治 

常務  

エンジニアリング担当(兼)ソリューション・エ

ンジニアリング事業本部長、 

パナソニック産機システムズ㈱ 代表取締役 

社長執行役員 

常務  

エンジニアリング担当、 

パナソニック産機システムズ㈱ 代表取締役 

社長執行役員 

山内  進 
常務 

ＳＣＭ担当、品質・環境担当 

パナソニック エコシステムズ㈱ 常務取締役 

池田 博郎 
設備ソリューションズ事業部長 企画本部 事業企画センター 所長 

小松原 宏 
ＨＶＡＣ欧州事業部長 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 

西 暢彦 
空調デバイス事業部長 中国・北東アジア社 常務 

冷熱空調デバイス事業部長 

西塚 俊治 
住宅システム機器事業部長 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 



 

 

 

５．コールドチェーンソリューションズ社 

 

【担当変更・人事異動】 

氏名 新担当 現担当 

片山 栄一 

社長 

チーフ・デジタル・オフィサー(ＣＤＯ)、 

ＤＥＩ推進担当 

社長 

ＤＥＩ推進担当、コールドチェーン事業部長 

土屋 康之 

副社長 

コールドチェーン事業部長、 

パナソニック産機システムズ㈱ 代表取締

役 副社長執行役員 

常務 

営業担当、コールドチェーン事業部 事業部次

長、パナソニック産機システムズ㈱ 代表取締

役 副社長執行役員 コールドチェーン事業本

部長 

和田 昌幸 

常務 

製造担当、コールドチェーン事業部 事業部

次長 

コールドチェーン事業部 事業部次長 

 

 

６．エレクトリックワークス社 

【組織変更】 

① 物販・施工を超えたバリューチェーン全体での価値提供を目指し、「海外事業本部」「マ

ーケティング本部」「ライティング事業部」「エナジーシステム事業部」の非住宅領域のエ

ンジニアリング関連機能を集約し、「ソリューションエンジニアリング本部」を新設。エン

ジニアリング事業の一体運営体制を構築する。 

② クリーンなエネルギー供給ニーズの高まりに応えるため、電設資材との融合による最適

なエネルギーソリューションの提供に向け、「エナジーシステム事業部」と「スマートエネ

ルギーシステム事業部」を統合し、「電材＆くらしエネルギー事業部」として再編する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

【担当変更・人事異動】 

氏名 新担当 現担当 

大瀧 清 

社長 

ＤＥＩ推進担当 

社長 

海外担当(兼)海外事業本部長、 

ＤＥＩ推進担当 

丸山 英治 

副社長 

チーフ・マニュファクチャリング・オフィサー 

(ＣＭＯ)、品質・環境推進担当、ＩＴ・ＳＣＭ担

当 

副社長 

製造担当、品質・環境推進担当、 

ＩＴ・ＳＣＭ担当 

重田 光俊 

副社長 

チーフ・グリーン・トランスフォーメーション・

オフィサ ー(ＣＧＸＯ)、エネルギー事業担当 

副社長 

エネルギー事業担当、エナジーシステム事業

部長 

磯田 雅章 

常務 

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ) 

(兼)ソリューション開発本部長、 

デザイン担当、知的財産担当 

常務 

技術担当(兼)ソリューション開発本部長、 

デザイン担当、知的財産担当 

伊藤 政博 

常務 

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ)、 

ＣＣ担当、情報渉外担当 

マーケティング本部 ソリューション事業統括

部長 

加藤 達也 
常務 

ソリューションエンジニアリング本部長 

常務 

経営企画担当、ＣＣ担当、情報渉外担当 

川本 哲靖 
常務 

電材＆くらしエネルギー事業部長 

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 

湯浅 重人 
海外マーケティング担当 

※経営会議メンバー 

海外事業本部 副本部長 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  別 紙   

 

2023年 4月 1日付 パナソニック株式会社 役員体制一覧 

 

【執行役員】 

 氏 名 担 当 

社長 

執行役員 
品田 正弘 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、 

ＦＦ市場対策担当、ＤＥＩ推進担当 

副社長 

執行役員 
堂埜 茂 

くらしアプライアンス事業担当 

（兼）中国・北東アジア社 社長、ＤＥＩ推進担当 

 
片山 栄一 

コールドチェーンソリューションズ社 社長、チーフ・デジタル・ 

オフィサー(ＣＤＯ)、ＤＥＩ推進担当 

 
道浦 正治 

建設業・安全管理責任者 

空質空調社 社長、ＤＥＩ推進担当 

 
中島 美憲 

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（ＣＦＯ）、 

総括安全衛生責任者 

 
大瀧 清 

品質担当 

エレクトリックワークス社 社長、ＤＥＩ推進担当 

 

 
松下 理一 くらしアプライアンス社 社長、ＤＥＩ推進担当 

常務 

執行役員 
加藤 直浩 チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー（ＣＨＲＯ） 

 
松本 道正 

チーフ・リーガル・オフィサー(ＣＬＯ)、リスクマネジメント担当、

薬事担当 

 

重田 光俊 

チーフ・グリーン・トランスフォーメーション・オフィサー(ＣＧＸＯ) 

エレクトリックワークス社 副社長、ＣＧＸＯ、エネルギー事業担

当 

 

 
堤 篤樹 チーフ・プロダクティビティ・オフィサー（ＣＰＯ） 

執行役員 

 
稲継 哲章 エレクトリックワークス社 副社長 マーケティング本部長 

 

宮地 晋治 

コンシューマーマーケティングジャパン本部長(兼)パナソニック 

コンシューマーマーケティング㈱ 代表取締役社長 

(兼)くらしアプライアンス社 副社長 国内マーケティング担当 

 
臼井 重雄 

チーフ・カスタマーエクスペリエンス・オフィサー(ＣＣＸＯ)、 

デザイン担当、ブランド・コミュニケーション担当 

 
吉田 博一 

海外マーケティング本部長 

(兼)くらしアプライアンス社 副社長 海外マーケティング担当 



 

  【社内分社 経営会議メンバー】 

 

① 中国・北東アジア社 

氏名 担当 

堂埜 茂 
社長 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、チーフ・インフォメー

ション・オフィサー(ＣＩＯ)、ＤＥＩ推進担当 

呉  亮 副社長 住建空間事業部長 

木下 歩 常務 スマートライフ家電事業部長 

黄 政成 常務 台湾事業部長 

中山 正春 常務 チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ) 

西  隆之 常務 チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー(ＣＨＲＯ) 

西本 重之 常務 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

田中 淳裕 常務 チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ) 

田  仲 常務 チーフ・リーガル・オフィサー(ＣＬＯ) 

趙 炳弟 常務 事業開発担当、戦略公関担当 

 （監査役員） 常勤監査役員  小和田 康雄  張  凱 

          監査役員     石川 大介 

  

 

② くらしアプライアンス社 

氏名 担当 

松下 理一 社長 ＤＥＩ推進担当 

林  眞一 
副社長 経営企画担当、アジア複品会社担当、ハウジングアプライア

ンス事業担当、調達戦略担当 

宮地 晋治 副社長 国内マーケティング担当 

宮下 充弘 副社長 技術担当、ＧＸ担当、くらしプロダクトイノベーション本部長 

吉田 博一 副社長 海外マーケティング担当 

藤本 勝 常務 ランドリー・クリーナー事業部長 

今村 佳世 常務 ＤＸ・顧客接点革新本部長 

南波 嘉行 常務 ビューティ・パーソナルケア事業部長 

太田 晃雄 常務 キッチン空間事業部長(兼)冷蔵庫・食洗機ビジネスユニット長 

下林 伸行 常務 キッチン空間事業部 調理機器ビジネスユニット長 

高田 宏規 常務 モノづくり担当、ビジネスプロセスイノベーション本部長 

塔之岡 康雄 常務 チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー(ＣＨＲＯ)、総務担当 

渡部 伸一 常務 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ)、法務担当 

 （監査役員） 常勤監査役員  岩城 裕之  清田 英孝  澤田 卓真 

          監査役員     石川 大介 

 



 

③ 空質空調社 

氏名 担当 

道浦 正治 社長 ＤＥＩ推進担当 

石原 力 副社長 マーケティング担当 

小笠原 卓 
副社長 日本・広域事業担当、パナソニック エコシステムズ㈱ 代表

取締役社長 

蛯原 健治 常務 チーフ・リーガル・オフィサー（ＣＬＯ） 

井之川裕一 常務 ＤＸ担当 

井上 喜文 常務 経営企画担当(兼)企画本部長 

村田 昌弘 常務 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

岡  秀幸 常務 技術担当 

上田 和彦 常務 チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー(ＣＨＲＯ) 

右近 貞治 
常務 エンジニアリング担当(兼)ソリューション・エンジニアリング事業

本部長、パナソニック産機システムズ㈱ 代表取締役 社長執行役員 

山内  進 常務 ＳＣＭ担当、品質・環境担当 

 （監査役員） 常勤監査役員  清田 英孝  沢田 宜明 

          監査役員     桂木 和幸 

 

 

④ コールドチェーンソリューションズ社 

氏名 担当 

片山 栄一 社長 チーフ・デジタル・オフィサー(ＣＤＯ)、ＤＥＩ推進担当 

Tim
ティム

 Figge
フ ィギー

 副社長 ハスマン㈱ ＣＥＯ 

川野 敬和 副社長 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ)、法務担当 

笹埜 智彦 副社長 アジア・オセアニア担当、冷凍機事業担当 

冨永 弘幸 
副社長 チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ)、新規事業担当、ＩＴ

担当 

土屋 康之 
副社長 コールドチェーン事業部長、パナソニック産機システムズ㈱ 

代表取締役 副社長執行役員 

小松 茂晴 常務 チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ) 

岡部 益也 常務 チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー(ＣＨＲＯ) 

和田 昌幸 常務 製造担当、コールドチェーン事業部 事業部次長 

（監査役員） 常勤監査役員  小和田 康雄  中尾 類 

          監査役員     石川 大介 

 

 



 

⑤ エレクトリックワークス社 

氏名 担当 

大瀧 清 社長 ＤＥＩ推進担当 

稲継 哲章 副社長 マーケティング本部長 

丸山 英治 
副社長 チーフ・マニュファクチャリング・オフィサー(ＣＭＯ)、品質・環

境推進担当、ＩＴ・ＳＣＭ担当 

重田 光俊 
副社長 チーフ・グリーン・トランスフォーメーション・オフィサ ー(ＣＧＸ

Ｏ)、エネルギー事業担当 

藤谷 達 常務 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ)、法務担当 

磯田 雅章 
常務 チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ)(兼)ソリューション開発

本部長、デザイン担当、知的財産担当 

伊藤 政博 
常務 チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ)、ＣＣ担当、情報渉外担

当 

神野 徹 常務 チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー(ＣＨＲＯ)、施設担当 

加藤 達也 常務 ソリューションエンジニアリング本部長 

川本 哲靖 常務 電材＆くらしエネルギー事業部長 

島岡 国康 常務 ライティング事業部長 

湯浅 重人 海外マーケティング担当 

（監査役員） 常勤監査役員  久保 雅男  織田 宏一 

          監査役員     桂木 和幸 

以 上 

 


