
 

組織改正および人事異動のお知らせ 
 
                        ２０１２年 ７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： 梅 村  充 

  

 

当社は、２０１２年１０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． 楽器事業統括、サウンド・ＩＴ事業統括、楽器・ＡＶ営業統括、コーポレートリソース統括を

解消し、アコースティック事業本部、エレクトロニクス事業本部、楽器・音響営業本部、コー

ポレートリソース本部、研究開発本部を新設する。 

２． アコースティック事業本部に、企画管理室、生産・調達企画部を新設する。 

３． ピアノ事業部、管弦打楽器事業部をアコースティック事業本部管下とする。 

４． 楽器開発室を解消し、その機能を研究開発センターに移管する。 

５． エレクトロニクス事業本部に、企画管理室、技術開発室、生産・調達企画部を新設する。 

６． デジタル楽器事業部、ＡＶ機器事業部、ＰＡ事業部、サウンドネットワーク事業部、半導体事

業部をエレクトロニクス事業本部管下とする。 

７． サウンド・ＩＴ開発室を解消し、その機能をエレクトロニクス事業本部技術開発室に移管する。 

８． 楽器・音響営業本部に、事業企画部、楽器・音響営業統括部を新設する。 

９． 楽器・音響営業統括部に、ピアノ事業部、管弦打楽器事業部、デジタル楽器事業部、ＡＶ機器

事業部、ＰＡ事業部の営業機能を移管する。 

１０． 国内営業本部を国内営業統括部、アジア・パシフィック営業本部をアジア・パシフィック営業

統括部とし、楽器・音響営業本部管下とする。 

１１． 北米地域販社、欧州地域販社、中国地域販社、株式会社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・音響営業本部管下とする。 

１２． 経理・財務部を経営管理部に改称し、社長直結とする。 

１３． 人事部と総務部を統合し、人事・総務部とする。 

１４． 人事・総務部、情報システム部、物流システム部、スタッフ業務改革室をコーポレートリソー

ス本部管下とする。 

１５． 製造企画部を製造企画室とし、生産技術、調達企画、品質技術機能をアコースティック事業本

部とエレクトロニクス事業本部の各生産・調達企画部へ、材料・基礎技術開発機能を研究開発

センターへ、環境・施設管理機能を人事・総務部へそれぞれ移管する。 

１６． 開発戦略室、yamaha＋推進室、研究開発センター、デザイン研究所、知的財産部を研究開発本

部管下とする。 

 



 

＜人事異動＞ （ ）内は前職 

・ 取締役常務執行役員 研究開発本部長                  岡部 比呂男  

（取締役常務執行役員）                        (ｵｶﾍﾞ ﾋﾛｵ) 

 

・ 取締役常務執行役員 楽器・音響営業本部長               高橋 源樹 

（取締役常務執行役員）                        (ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷ) 

 

・ 上席執行役員 コーポレートリソース本部長               佐々木 勉  

（上席執行役員 コーポレートリソース統括）              (ｻｻｷ ﾂﾄﾑ)  

 

・ 上席執行役員 エレクトロニクス事業本部長               近藤 昌夫 

（上席執行役員 サウンド・ＩＴ事業統括）               (ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｵ) 

 

・ 上席執行役員 楽器・音響営業本部副本部長兼国内営業統括部長      土井 好広 

（上席執行役員 楽器・ＡＶ営業統括）                 (ﾄﾞｲ ﾖｼﾋﾛ) 

 

・ 上席執行役員 アコースティック事業本部長兼企画管理室長        大池 真人 

（上席執行役員 楽器事業統括）                    (ｵｵｲｹ ﾏｻﾄ) 

 

・ 執行役員 エレクトロニクス事業本部副本部長兼生産・調達企画部長    安部 盛次 

（執行役員 製造企画部長）                      (ｱﾍﾞ ｾｲｼﾞ) 

 

・ 執行役員 コーポレートリソース本部スタッフ業務改革室長        細井 正人 

（執行役員 スタッフ業務改革室長）                  (ﾎｿｲ ﾏｻﾋﾄ) 

 

・ 執行役員 エレクトロニクス事業本部デジタル楽器事業部長        飯塚 朗 

（執行役員 デジタル楽器事業部長）                  (ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾗ) 

 

・ 執行役員 エレクトロニクス事業本部ＡＶ機器事業部長          大澤 博史 

（執行役員 ＡＶ機器事業部長）                    (ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾌﾐ) 

 

・ 執行役員 エレクトロニクス事業本部サウンドネットワーク事業部長     長谷川 豊 

（執行役員 サウンドネットワーク事業部長）               (ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ) 

 

・ アコースティック事業本部ピアノ事業部長                伊藤 公保 

（ピアノ事業部長）                          (ｲﾄｳ ｷﾐﾔｽ) 
 

・ アコースティック事業本部管弦打楽器事業部長              川瀬 忍 

（管弦打楽器事業部長）                        (ｶﾜｾ ｼﾉﾌﾞ) 
 

・ アコースティック事業本部生産・調達企画部長              金子 彰一 

（スタッフ業務改革室担当部長）                    (ｶﾈｺ ｼｮｳｲﾁ) 
 



 

 

・ エレクトロニクス事業本部ＰＡ事業部長                 小林 和徳 

（ＰＡ事業部長）                           (ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾉﾘ) 

 

・ エレクトロニクス事業本部半導体事業部長                藤井 茂樹 

（半導体事業部長）                          (ﾌｼﾞｲ ｼｹﾞｷ) 

 

・ エレクトロニクス事業本部企画管理室長兼ＡＶ機器事業部管理部長     杉森 康雄 

（ＡＶ機器事業部管理部長）                      (ｽｷﾞﾓﾘ ﾔｽｵ) 

 

・ エレクトロニクス事業本部技術開発室長                 曽根 卓郎 

（サウンド・ＩＴ開発室長）                      (ｿﾈ ﾀｸﾛｳ) 

 

・ 楽器・音響営業本部事業企画部長                    古田 昌也 

（ピアノ事業部副事業部長）                      (ﾌﾙﾀ ﾏｻﾔ) 

 

・ 楽器・音響営業本部楽器・音響営業統括部長               山田 俊一 

（国内営業本部長）                          (ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ) 

 

・ 楽器・音響営業本部アジア・パシフィック営業統括部長          業天 康亮 

（アジア・パシフィック営業本部長）                   (ｷﾞｮｳﾃﾝ ﾔｽｱｷ) 

 

・ 経営管理部長                             山畑 聡 

（経理・財務部長）                          (ﾔﾏﾊﾀ ｻﾄｼ) 

 

・ コーポレートリソース本部人事・総務部長                大六野 隆 

（人事部長）                             (ﾀﾞｲﾛｸﾉ ﾀｶｼ) 

 

・ コーポレートリソース本部人事・総務部副部長              佐藤 久善 

（総務部長）                             (ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ) 

 

・ コーポレートリソース本部情報システム部長               井川 祐介 

（情報システム部長）                         (ｲｶﾜ ﾕｳｽｹ) 

 

・ コーポレートリソース本部物流システム部長               松井 一訓 

（物流システム部長）                         (ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾉﾘ) 

 

・ 製造企画室長                             足立 浩司 

（製造企画部生産企画室長）                      (ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｼ) 

 

・ 研究開発本部 yamaha＋推進室長                     向野 博文 

（yamaha＋推進室長兼開発戦略室長）                  (ﾑｶｲﾉ ﾋﾛﾌﾐ) 

 



 

 

・ 研究開発本部研究開発センター長                    国本 利文 

（研究開発センター長）                        (ｸﾆﾓﾄ ﾄｼﾌﾐ) 

 

・ 研究開発本部デザイン研究所長                     川田 学 

（デザイン研究所長）                         (ｶﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ) 

 

・ 研究開発本部知的財産部長                       大下 晋 

（知的財産部長）                           (ｵｵｼﾀ ｽｽﾑ) 

 

・ 研究開発本部開発戦略室長                       曽根 圭司 

（楽器開発室長）                           (ｿﾈ ｹｲｼﾞ) 

 

 

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 


