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《2017年4月1日付》

【株式会社デサント　取締役の担当職務の変更、役付執行役員の選任】

ｼﾒｲ 新部署／新役職 旧部署／旧役職

田中　嘉一 ﾀﾅｶ ﾖｼｶｽﾞ

取締役　専務執行役員
　最高製品責任者（CPO）
　　兼）ルコックスポルティフＢＭ、アリーナＢＭ、
　　  　マンシングウェアＢＭ、香港支店、Ｒ＆Ｄセンター　管掌

専務取締役
　グローバルビジネスユニット管掌

三井　久 ﾐﾂｲ ﾋｻｼ
取締役　常務執行役員
　兼）デサントジャパン株式会社　代表取締役社長

常務取締役
　ジャパンビジネスユニット管掌
　　兼）東京オフィス長
　　兼）デサントジャパン株式会社　代表取締役社長

羽田　仁 ﾊﾈﾀﾞ ﾋﾄｼ

取締役　常務執行役員
　最高戦略責任者（CSO）
　　兼）グローバル経営企画部、グローバル業務部、
　　　　グローバル事業推進部　管掌
　　兼）グローバル事業推進部　部長

常務取締役
　グローバル戦略統括部　統括部長

辻本　謙一 ﾂｼﾞﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

取締役　常務執行役員
　最高財務責任者（CFO）
  　兼）スタッフ管掌
　　兼）デサントジャパン株式会社　取締役　常務執行役員
　　　　スタッフ管掌

取締役
　ロジスティクス管掌
　　兼）スタッフ管掌

金 勳道 ｷﾑ ﾌﾝﾄﾞ

取締役　常務執行役員
　デサントＢＭ　管掌
　　兼）デサントコリア株式会社　代表取締役社長
　　兼）デサントグローバルリテール株式会社
　　　　代表取締役社長

取締役
デサントコリア株式会社　代表取締役社長
　兼）デサントグローバルリテール株式会社
　　  代表取締役社長

氏名
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《2017年4月1日付》

【株式会社デサント　　執行役員の選任】

ｼﾒｲ 新部署／新役職 旧部署／旧役職

小林　弘明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ
執行役員
　デサントＢＭ　マネージャー

執行役員
　デサントＧＢＭ　マネージャー

赤井　文雄 ｱｶｲ ﾌﾐｵ
執行役員
　ルコックスポルティフＢＭ　マネージャー

執行役員
　ルコックスポルティフＡＢＭ　マネージャー
　兼）ルコックスポルティフＡＢＭ　ゴルフ
　　セクションマネージャー

中島　幹夫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷｵ
執行役員
　グローバル経営企画部　部長

グローバル戦略統括部　グローバル経営企画部
　部長

氏名
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《2017年4月1日付》

【株式会社デサント　部長職の人事異動】

新役職 旧役職

大中 昭浩
ｵｵﾅｶ ｱｷﾋﾛ 監査室 室長 監査室 室長
加藤 吉幸
ｶﾄｳ ﾖｼﾕｷ （出向） ＣＳＲ室 室長 ＣＳＲ推進室 室長
関根 博
ｾｷﾈ ﾋﾛｼ デサントＢＭ デサントＧＢＭ

兼）デサントＢＭ ブランディング 兼）デサントＧＢＭ ブランディング
楡木 栄次郎
ﾆﾚｷ ｴｲｼﾞﾛｳ アリーナＢＭ マネージャー アリーナＡＢＭ マネージャー

岩田 一紀 ゴルフブランド統括部
ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ マンシングウェアＢＭ マネージャー 課長
樋口 典昭
ﾋｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 香港支店 支店長 香港支店 支店長

兼【出向】香港迪桑特貿易有限公司 兼）（出向）香港迪桑特貿易有限公司
（副総経理） （副総経理）

兼【出向】シンガポールデサント株式会社 兼）（出向）シンガポールデサント株式会社
（President） （社長）

雨貝 昌幸 グローバル戦略統括部
ｱﾏｶﾞｲ ﾖｼﾕｷ グローバル業務部 部長 グローバル事業推進部 グローバル事業推進課 課長
佐々木 洋 グローバル戦略統括部
ｻｻｷ ﾋﾛｼ グローバル事業推進部 部長代行

兼）グローバル事業推進部 広報･ＩＲ課 課長
大漉 恭夫 （出向）
ｵｵｽｷ ﾔｽｵ 経理財務部 部長 経理・管理室 室長

兼）デサントジャパン株式会社
営業管理部 部長

塔筋 祥平 （出向）
ﾄｳｽｼﾞ ｼﾖｳﾍｲ 人事総務部 部長 人事・総務室 室長
檜物 昌也 （出向）
ﾋﾓﾉ ﾏｻﾔ 人事総務部 部長代行 東京総務・管理室 室長

（出向）
兼）人事総務部 グローバル人事課 課長

佐野 茂樹 （出向） ロジスティクス統括部
ｻﾉ ｼｹﾞｷ Ｒ＆Ｄセンター 部長 生産企画部 部長

【株式会社デサント以外　部長職の人事異動】

新役職 旧役職

刈田 守 【出向】 デサントコリア株式会社 （出向）デサントコリア株式会社
ｶﾘﾀ ﾏﾓﾙ （専務理事） （専務理事）

嶋田 剛 【出向】 上海迪桑特商業有限公司 （出向）上海迪桑特商業有限公司
ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ （総経理） （総経理）
莨 健史 【出向】 Ｉｎｏｖｅｉｇｈｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ （出向）Ｉｎｏｖｅｉｇｈｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ
ﾀﾊﾞ ﾀｹﾌﾐ （EVP） （EVP）
大島 秀雄 【出向】 デサントノースアメリカＩＮＣ． （出向）デサントノースアメリカＩＮＣ．
ｵｵｼﾏ ﾋﾃﾞｵ （President） （社長）

・ 新部署の【出向】は株式会社デサントからの出向社員を表し、（出向）はデサントジャパン株式会社からの出向社員を表す。
・ （EVP)とはExecutive Vice Presidentを表す。

アクティング
マネージャー

ｾｸｼｮﾝ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

マンシングウェア・ランバン スポール営業部  ランバン スポールＭＤ課

氏名 新部署 旧部署

氏名 新部署 旧部署

グローバル事業推進部付

アクティング
マネージャー

ｾｸｼｮﾝ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
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《2017年4月1日付》

【デサントジャパン株式会社　取締役、監査役、役付執行役員の選任、担当職務の変更】

ｼﾒｲ （デサントジャパン株式会社としての）新部署／新役職 （デサントジャパン株式会社としての）旧部署／旧役職

三井　久　 ﾐﾂｲ ﾋｻｼ 代表取締役社長 代表取締役社長

石本　雅敏 ｲｼﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 取締役 取締役

辻本　謙一 ﾂｼﾞﾓﾄ ｹﾝｲﾁ
取締役　常務執行役員
　スタッフ管掌

取締役

小川　典利大 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘｵ
取締役　常務執行役員
　第１部門長
　兼）リテール部、販売推進部、業務推進部　管掌

株式会社デサント　執行役員
　ジャパンビジネスユニット　管掌役員補佐

森光　正次 ﾓﾘﾐﾂ ﾏｻﾂｸﾞ 監査役
株式会社デサント　執行役員
　アスレチックブランド統括部　統括部長

※小川氏、森光氏は2017年2月開催のデサントジャパン株主総会での選任を経て、4月1日付で就任予定。

※株式会社デサントとの役職兼務についての記載は省略。

氏名
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《2017年4月1日付》

【デサントジャパン株式会社　執行役員の選任】

ｼﾒｲ 新部署／新役職 （現デサントでの）旧部署／旧役職

丹羽　智之 ﾆﾜ ﾄﾓﾕｷ
執行役員
　第１部門長代行

執行役員
　デサントブランド統括部　統括部長

高畑　泰宏 ﾀｶﾊﾀ ﾔｽﾋﾛ
執行役員
　第２部門長

執行役員
　ゴルフブランド統括部　統括部長

春木　亮一 ﾊﾙｷ ﾘﾖｳｲﾁ

執行役員
　渉外担当
  第１部門
　スポーツマーケティング部　部長

執行役員
　渉外担当
　スポーツマーケティング部　部長

伊藤　隆明 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ
執行役員
 　第１部門
 　ルコックスポルティフマーケティング部　部長

執行役員
　アスレチックブランド統括部
　ルコックスポルティフマーケティング部　部長

宮西　哲也 ﾐﾔﾆｼ　ﾃﾂﾔ
執行役員
　第１部門
　アスレチック販売１部　部長

アスレチックブランド統括部
アスレチックブランド販売部　部長

氏名
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《2017年4月1日付》

【デサントジャパン株式会社　部長職の人事異動】

新役職 旧役職

佐藤 隆
ｻﾄｳ ﾀｶｼ 経営企画部 部長 事業管理室 室長

※ 小林 俊夫 第１部門 アスレチックブランド統括部

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｵ デサントマーケティング部 部長 アンブロマーケティング部 部長
豊田 和也 第１部門 アスレチックブランド統括部

ﾄﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾔ アンブロマーケティング部 部長 アスレチックブランド販売部 東京販売１課 課長
原田 暢久 第１部門 アスレチックブランド統括部

ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ アリーナマーケティング部 部長 アリーナマーケティング部 部長
※ 辻川 栄一 第１部門 デサントブランド統括部
ﾂｼﾞｶﾜ ｴｲｲﾁ アウトドア営業部 部長 アウトドアブランド営業部 部長
中島 多佳子 第１部門
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｺ アスレチック販売１部 部長代行 リテール部 店舗運営１課 課長

兼）第１部門
アスレチック販売１部 販売３課 課長

本田 宏之 第１部門 デサントブランド統括部
ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ アスレチック販売２部 部長 デサントブランド販売部 部長
三上 正浩 第１部門 アスレチックブランド統括部

ﾐｶﾐ ﾏｻﾋﾛ アスレチック販売２部 部長代行 アスレチックブランド販売部 部長代行
兼）第１部門 兼）アスレチックブランド統括部

アスレチック販売２部 販売２課 課長 アスレチックブランド販売部 販売１課 課長
川井 一真 第１部門 デサントブランド統括部
ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ アスレチック販売３部 部長 デサントブランドスポーツチェーン店部 部長
渡辺 照三 第１部門 デサントブランド統括部
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙﾐﾂ 生産技術部 部長 デサントマーケティング部 部長
宮城 寛 第１部門 ロジスティクス統括部
ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｼ 生産仕入部 部長 生産仕入部 部長
後藤 憲二 第２部門 ゴルフブランド統括部
ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ ゴルフマーケティング１部 部長 ゴルフブランドマーケティング部 部長
武市 一 第２部門
ﾀｹﾁ ﾊｼﾞﾒ ゴルフマーケティング２部 部長 デサントゴルフＧＢＭ マネージャー

三村 哲弘 第２部門 ゴルフブランド統括部
ﾐﾑﾗ ﾃﾂﾋﾛ ゴルフ販売１部 部長 マンシングウェア・ランバン スポール営業部 部長
宮山 直人 第２部門 ゴルフブランド統括部
ﾐﾔﾔﾏ ﾅｵﾄ ゴルフ販売２部 部長 ゴルフブランド販売部 部長
上山 晋史
ｳｴﾔﾏ ｼﾝｼﾞ リテール部 部長 リテール部 部長
内藤 隆博
ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 販売推進部 部長 販売推進部 部長
藤野 貴司
ﾌｼﾞﾉ ﾀｶｼ 業務推進部 部長 販売推進部 業務推進１課 課長

※ 櫻井 紀彦
ｻｸﾗｲ ﾉﾘﾋｺ 営業管理部 部長代行 経理・管理室 営業管理課 課長

兼）営業管理部 東京営業管理課 課長
松尾 肇
ﾏﾂｵ ﾊｼﾞﾒ 情報システム部 部長 情報システム室 室長
田中 敏之 ロジスティクス統括部
ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ お客様相談室 室長 お客様相談室 室長

【デサントジャパン株式会社以外　部長職の人事異動】

新役職 旧役職

津村 裕英 （出向） デサントアパレル株式会社 ロジスティクス統括部 執行役員
ﾂﾑﾗ ﾋﾛｴｲ （社長） 統括部長

※ 石原 清弘 （出向） デサントアパレル株式会社 （出向）デサントアパレル株式会社
ｲｼﾊﾗ ｷﾖﾋﾛ 水沢工場 （工場長） 　　　　 西都工場 （工場長）
菅原 昌也 （出向） オール･デサント労働組合 （出向）オール･デサント労働組合
ｽｶﾞﾊﾗ ﾏｻﾔ （中央執行委員長） （中央執行委員長）

氏名 新部署 旧部署

氏名 新部署 旧部署
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