
組織改正および人事異動のお知らせ 
 

                        ２０１７年 ３月３１日 

                        ヤマハ株式会社 

                        本社：静岡県浜松市中区中沢町１０番１号 

                        社長：中田 卓也 

 

 

当社は、２０１７年４月１日付で組織改正および人事異動を行います。 

主な内容は以下の通りです。 

 

記 

 

＜組織改正＞ 

 

１． 楽器・音響開発本部を解消し、その機能と楽器・音響営業本部の一部機能を統合し、 
楽器・音響事業本部を新設する。 

２．楽器事業統括部を新設し、楽器・音響事業本部管下とする。 
３．マーケティング統括部、音響事業統括部を楽器・音響事業本部に移管する。 
４．ＡＰ営業統括部を新設し、楽器・音響営業本部管下とする。 
５．ソフト事業本部を解消し、㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスを 

楽器・音響営業本部管下、㈱ヤマハリゾートを人事・総務本部管下とする。 

 

 

＜役員の異動＞    （ ）内は前職 

 

・ 代表取締役社長 兼 楽器・音響事業本部長           中田 卓也 

（代表取締役社長）                          (ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ) 

 

 

＜執行役員の異動＞  （ ）内は前職 

 

・ 取締役常務執行役員 楽器・音響事業本部副本部長                        大池 真人 

 （取締役常務執行役員 楽器・音響営業本部長）                  (ｵｵｲｹ ﾏｻﾄ) 

 

・ 上席執行役員 楽器・音響事業本部副本部長       長谷川 豊 

 （上席執行役員 楽器・音響開発本部長）                  (ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ) 

 

・ 上席執行役員 楽器・音響営業本部長                          山口 静一 

 （上席執行役員 ソフト事業本部長）                               (ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ) 

 

・ 執行役員 楽器・音響事業本部音響事業統括部長       ※１ 大澤 博史 

兼 音響事業統括部ＡＶ事業推進部長 兼 音響事業統括部ＵＣ推進部長    (ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾌﾐ)       

 （執行役員 楽器・音響営業本部音響事業統括部長）                            

 

・ 執行役員 楽器・音響事業本部楽器事業統括部長                  伊藤 公保 

兼 楽器・音響事業本部楽器開発統括部長       (ｲﾄｳ ｷﾐﾔｽ) 

（執行役員 楽器・音響開発本部楽器開発統括部長） 

 

・ 執行役員 人事・総務本部長         高井 正人 

 （執行役員 人事・総務本部長 兼 人事・総務本部広報部長）         (ﾀｶｲ ﾏｻﾄ) 

 



 

・ 執行役員 楽器・音響営業本部ＡＰ営業統括部長                         押木 正人 

 （執行役員 楽器・音響営業本部営業統括部長）                           (ｵｼｷ ﾏｻﾄ) 

 

 

＜人事異動＞     （ ）内は前職 

 

・ 楽器・音響生産本部調達技術部長                     平岡 健 

 （営業統括部営業推進部長）                                 (ﾋﾗｵｶ ｹﾝ) 

 

・ ㈱ヤマハミュージックマニュファクチュアリング社長           ※２ 村松 慶一 

（㈱ヤマハミュージカルプロダクツ社長）                           (ﾑﾗﾏﾂ ｹｲｲﾁ) 

 

・ 楽器・音響事業本部技術開発部長                     杉山 正 

 （楽器・音響開発本部技術開発部長）                         (ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ) 

 

・ 楽器開発統括部ピアノ開発部長                  ※３ 和田 雅博 

 （楽器開発統括部アコースティック楽器開発部長）                   (ﾜﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ) 

 

・ 楽器開発統括部ギター開発部長                  ※３ 伊藤 真一 

 （楽器開発統括部ＰＭ開発部長）                     (ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ) 

 

・ 楽器・音響事業本部音響開発統括部長                    武田 文光 

 （楽器・音響開発本部音響開発統括部長）                         (ﾀｹﾀﾞ ﾌﾐﾃﾙ) 

 

・ 楽器・音響事業本部マーケティング統括部長                   大村 寛子 

兼 楽器・音響事業本部楽器事業統括部副統括部長                  (ｵｵﾑﾗ ﾋﾛｺ) 

 （楽器・音響営業本部マーケティング統括部長） 

 

・ マーケティング統括部ＵＸ戦略部長                 ※４ 砂子 素徳 

 （マーケティング統括部商品企画部長）                         (ｽﾅｺ ﾓﾄﾉﾘ) 

 

・ マーケティング統括部マーケティング戦略部長              ※４ 西村 淳 

 （マーケティング統括部戦略推進部長）                         (ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ) 

 

・ 楽器事業統括部ピアノ事業推進部長                 ※５ 大野 二郎 

 （楽器・音響生産本部調達技術部長）                         (ｵｵﾉ ｼﾞﾛｳ) 

 

・ 楽器事業統括部電子楽器事業推進部長                  ※５ 斉藤 陽一郎 

（ヤマハミュージックヨーロッパ出向）        (ｻｲﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ)  

 

・ 楽器事業統括部Ｂ＆Ｏ事業推進部長      ※３、５ 堤 聡 

 兼 楽器開発統括部Ｂ＆Ｏ開発部長               (ﾂﾂﾐ ｻﾄﾙ) 

（楽器・音響開発本部技術開発部副部長） 

 

・ 楽器事業統括部ギター事業推進部長                 ※５ 三田 祥二 

 （経営企画部企画グループリーダー）                         (ﾐﾀ ｼｮｳｼﾞ) 

 

・ Line ６社長 兼 楽器事業統括部ギター事業推進部長           ※５ Marcus Ryle 

（Line ６社長）          (ﾏｰｶｽ ﾗｲﾙ)  

 

 



 

・ 音響事業統括部ＰＡ事業推進部長                 ※１ 津川 能行 

 （音響事業統括部事業開発部長）        (ﾂｶﾞﾜ ﾖｼﾕｷ) 

 

・ 音響事業統括部ＳＮ事業推進部長                 ※１ 池松 伸雄 

 （音響事業統括部営業推進部長）        (ｲｹﾏﾂ ﾉﾌﾞｵ) 

 

・ レボラブズ社長                         上原 正憲 

 （音響開発統括部ＳＮ開発部コミュニケーションシステムグループリーダー）   (ｶﾐﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ) 

 

・ ㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス社長        ※６ 須田 直治 

 （㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス社長           (ｽﾀﾞ ﾅｵｼﾞ) 

 兼 ㈱ヤマハミュージックメディア社長  

  兼 ㈱ヤマハミュージックパブリッシング社長） 

 

・ ㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス出向        ※６ 田中 良典 

 （㈱ヤマハミュージックアーティスト社長）              (ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ) 

 

・ ㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス出向        ※６ 福原 光市 

 （㈱エピキュラス社長）          (ﾌｸﾊﾗ ｺｳｲﾁ) 

 

・ 人事・総務本部広報部長                          瀧澤 勉 

 （広報部広報グループリーダー）                       (ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ) 

 

 

 

※１  ＡＶ事業推進部、ＰＡ事業推進部、ＳＮ事業推進部、ＵＣ推進部を音響事業統括部の管下とする。 

※２ ㈱ヤマハピアノ製造と㈱ヤマハミュージカルプロダクツを合併し、㈱ヤマハミュージック   

マニュファクチュアリングとする。 

※３ ピアノ開発部、Ｂ＆Ｏ開発部、電子楽器開発部、ギター開発部を楽器開発統括部の管下とする。 

※４ ＵＸ戦略部、マーケティング戦略部をマーケティング統括部の管下とする。 

※５ ピアノ事業推進部、電子楽器事業推進部、Ｂ＆Ｏ事業推進部、ギター事業推進部を楽器事業統括

部の管下とする。 

※６ ㈱ヤマハミュージックメディア、㈱ヤマハミュージックパブリッシング、㈱ヤマハミュージック

アーティスト、㈱エピキュラスを㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスに

吸収合併する。 

 

 

 

  以  上 

 

 

 
この件に関するお問い合わせ先 

     

ヤマハ株式会社  

広報部 広報グループ  

〒108－8568  東京都港区高輪２－１７－１１ 

             ＴＥＬ  ０３－５４８８－６６０１ 


