
組織改正および人事異動のお知らせ 
 

                        ２０１５年 ４月 １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、２０１５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．ソフト事業本部、経営本部、業務本部、技術本部を新設する。 
２．楽器・音響開発本部アコースティック開発統括部、ＤＭＩ開発統括部、ＰＡ開発統括部、 

ＡＶ開発統括部、ＳＮ開発統括部を解消し、楽器・音響開発本部楽器開発統括部、音響開発統括部

を新設する。 

３．㈱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、㈱ヤマハリゾートをソフト事業本部

管下とする。 

４．経営企画部、経営管理部、広報部を経営本部管下とする。 

５．人事・総務部を解消し、人事部、総務部とし、人事部、総務部、情報システム部、物流システム部、

㈱ヤマハビジネスサポートを業務本部管下とする。 

６．研究開発統括部を楽器・音響開発本部管下から移管し、研究開発統括部、知的財産部、デザイン 

研究所を技術本部管下とする。 

 

 

 

＜執行役員の異動＞  （ ）内は前職 

 

・ 取締役常務執行役員 経営本部長                                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 楽器・音響生産本部長 兼 楽器・音響生産本部生産企画部長     近藤 昌夫 

 （上席執行役員 楽器・音響生産本部長）                   (ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｵ) 

 

・ 執行役員 技術本部長 兼 技術本部研究開発統括部長                       飯塚 朗 

 （執行役員 楽器・音響開発本部研究開発統括部長）                          (ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾗ) 

 

・ 執行役員 楽器・音響営業本部 本部長付                            佐々木 央 

 （執行役員 ヤマハミュージックヨーロッパ社長）                           (ｻｻｷ ﾋﾛｼ) 

 

・ 執行役員 業務本部長                                     山畑 聡 

 （執行役員 経営企画部長）                                    (ﾔﾏﾊﾀ ｻﾄｼ) 

 

・ 執行役員 ソフト事業本部長                          山口 静一 

 （執行役員 楽器・音響営業本部事業企画部長）                (ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ) 

 

・ 執行役員 楽器・音響開発本部楽器開発統括部長                  伊藤 公保 

 （執行役員 楽器・音響開発本部アコースティック開発統括部長）        (ｲﾄｳ ｷﾐﾔｽ) 

 



＜人事異動＞     （ ）内は前職 

 

・ 楽器・音響生産本部生産企画部担当部長                     森 尚久 

 （楽器・音響生産本部生産企画部長）                               (ﾓﾘ ﾅｵﾋｻ) 

 

・ 楽器開発統括部ハイブリッド開発戦略室長                 ※１ 堤 聡 

 （アコースティック開発統括部第３開発部長）                           (ﾂﾂﾐ ｻﾄﾙ) 

 

・ 楽器開発統括部楽器技術開発部長                      ※１ 山田 俊也 

 （アコースティック開発統括部技術開発部長）                           (ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾔ) 

 

・ 楽器開発統括部楽器技術開発部要素開発２グループマネジャー        ※１ 岡村 和久 

 （ＤＭＩ開発統括部技術開発部長）                                (ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ) 

 

・ 楽器開発統括部アコースティック楽器開発部長             ※１ 松木 温 

 （アコースティック開発統括部第１開発部長）                    (ﾏﾂｷ ﾕﾀｶ) 

 

・ 楽器開発統括部アコースティック楽器開発部 B&O 開発グループマネジャー  ※１ 高橋 良宏 

 （アコースティック開発統括部第２開発部長）                    (ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ) 

 

・ 楽器開発統括部ＰＭ開発部長                     ※１ 伊藤 真一 

 （ＤＭＩ開発統括部第３開発部長）                         (ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ) 

 

・ 楽器開発統括部電子楽器開発部長                   ※１ 河口 幸裕 

 （楽器・音響開発本部ＤＭＩ開発統括部長）                     (ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ) 

 

・ 楽器開発統括部電子楽器開発部ＤＰ開発グループマネジャー       ※１ 阿部 泰直 

 （ＤＭＩ開発統括部第１開発部長）                         (ｱﾍﾞ ﾔｽﾅｵ) 

 

・ 楽器・音響開発本部音響開発統括部長                 ※２ 武田 文光 

 （楽器・音響開発本部ＰＡ開発統括部長 兼 ＰＡ開発統括部第２開発部長）    (ﾀｹﾀﾞ ﾌﾐﾃﾙ) 

 

・ 音響開発統括部音響技術開発部長                   ※２ 山浦 敦 

 （事業開発部 yamaha+推進室プロジェクトリーダー）               (ﾔﾏｳﾗ ｱﾂｼ) 

 

・ 音響開発統括部音響技術開発部主席技師                ※２ 曽根 卓朗 

 （研究開発統括部第２研究開発部長）                     (ｿﾈ ﾀｸﾛｳ) 

 

・ 音響開発統括部ＰＡ開発部長                     ※２ 田代 孝裕 

 （ＰＡ開発統括部第１開発部長）                       (ﾀｼﾛ ﾀｶﾋﾛ) 

 

・ 音響開発統括部ＡＶ開発部長                     ※２ 杉山 正 

 （楽器・音響開発本部ＡＶ開発統括部長）                   (ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ) 

 

・ 音響開発統括部ＡＶ開発部ホームシアターグループマネジャー      ※２ 小關 泉 

 （ＡＶ開発統括部第１開発部長）                       (ｵｾﾞｷ ｲｽﾞﾐ) 

 

・ 音響開発統括部ＡＶ開発部カジュアルオーディオグループマネジャー   ※２ 杉山 統浩 

 （ＡＶ開発統括部第２開発部長）                       (ｽｷﾞﾔﾏ ﾓﾄﾋﾛ) 

 

・ 音響開発統括部ＡＶ開発部プロジェクト技師              ※２ 旭 保彦 

 （ＤＭＩ開発統括部第２開発部長）                      (ｱｻﾋ ﾔｽﾋｺ) 



・ 音響開発統括部ＳＮ開発部長                     ※２ 中村 重知 

 （楽器・音響開発本部ＳＮ開発統括部長）                   (ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾄﾓ) 

 

・ 音響開発統括部ＳＮ開発部ネットワーク機器グループマネジャー     ※２ 広瀬 良太 

 （ＳＮ開発統括部第１開発部長）                       (ﾋﾛｾ ﾘﾖｳﾀ) 

 

・ 音響開発統括部ＳＮ開発部防音・調音グループマネジャー        ※２ 田中 孝浩 

 （ＳＮ開発統括部第２開発部長）                       (ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ) 

 

・ 楽器・音響営業本部事業企画部長                      小池 正幸 

 （事業企画部業務改革推進室長）                       (ｺｲｹ ﾏｻﾕｷ) 

 

・ 楽器・音響営業本部楽器営業統括部長 兼 楽器営業統括部 ProMusic 営業部長     押木 正人 

    兼 楽器営業統括部カスタマーソリューション開発推進部長                    (ｵｼｷ ﾏｻﾄ) 

 （ヤマハミュージックジャパン出向）                      

 

・ ヤマハミュージックヨーロッパ社長                   Thomas Schoepe 

 （ヤマハミュージックヨーロッパ副社長）                   (ﾄｰﾏｽ ｼｪｰﾍﾟ) 

 

・ 台湾山葉音楽股份有限公司 総経理                      播磨 洋介 

 （楽器営業統括部カスタマーソリューション開発推進部長）           (ﾊﾘﾏ ﾖｳｽｹ) 

 

・ 音響営業統括部音響企画室長                     ※３ 金田 日出男 

 （台湾山葉音楽股份有限公司 総経理）                     (ｶﾈﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ) 

 

・ ヤマハミュージックマレーシア社長                     伊藤 暢英 

 （楽器営業統括部鍵盤楽器営業部ピアノマーケティング課長）          (ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ) 

 

・ 事業企画部企画推進室担当次長                       岡崎 守 

 （ヤマハミュージックマレーシア社長）                    (ｵｶｻﾞｷ ﾏﾓﾙ) 

 

・ ＩＭＣ事業本部半導体事業部長                       鳥羽 伸和 

 （半導体事業部企画管理部長）                        (ﾄﾊﾞ ﾉﾌﾞｶｽﾞ) 

 

・ 半導体事業部企画管理部長                             笹倉 伸介 

 （半導体事業部企画管理部管理グループマネジャー）              (ｻｻｸﾗ ｼﾝｽｹ) 

 

・ ヤマハ鹿児島セミコンダクタ㈱社長                     大村 光毅 

 （ＩＭＣ事業本部半導体事業部長）                      (ｵｵﾑﾗ ﾐﾂﾀｹ) 

 

・ 品質保証部ＤＭＩ品質保証室長                       大村 敬 

 （ヤマハ鹿児島セミコンダクタ㈱社長）                    (ｵｵﾑﾗ ﾀｶｼ) 

 

・ ㈱ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ社長                          吉田 耕一 

 （㈱ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ社長 兼 ㈱ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｱﾝﾄﾞﾋﾞｼﾞｭｱﾙｽﾞ社長）          (ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ) 

 

・ 経営本部経営企画部長                           武永 伸一 

 （楽器・音響営業本部楽器営業統括部長 兼 楽器営業統括部 ProMusic 営業部長）  (ﾀｹﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ) 

 

・ 経営本部経営管理部長                           西山 靖 

 （経営管理部長）                              (ﾆｼﾔﾏ ﾔｽｼ) 

 



・ 経営本部広報部長                             高井 正人 

 （広報部長）                                (ﾀｶｲ ﾏｻﾄ) 

 

・ 業務本部人事部長                             山下 寛文 

 （人事・総務部長）                             (ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ) 

 

・ 業務本部総務部長                             中村 勝也 

 （人事・総務部副部長）                           (ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾔ) 

 

・ 業務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) 

 

・ 業務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) 

 

・ 研究開発統括部第２研究開発部長                   ※４ 東儀 温 

 （研究開発統括部第３研究開発部長）                     (ﾄｳｷﾞ ﾕﾀｶ) 

 

・ 技術本部知的財産部長                           大下 晋 

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

 

・ 技術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) 

 

・ 品質保証部長                               市来 哲二 

 （品質保証部ＤＭＩ品質保証室長）                      (ｲﾁｷ ﾃﾂｼﾞ) 

 

・ 品質保証部担当部長                            成澤 貞之 

 （品質保証部長）                              (ﾅﾙｻﾜ ｻﾀﾞﾕｷ) 

 

 

 

※１ 楽器開発統括部管下に楽器技術開発部、アコースティック楽器開発部、ＰＭ開発部、電子楽器 

開発部を置く。 

※２ 音響開発統括部管下に音響技術開発部、ＰＡ開発部、ＡＶ開発部、ＳＮ開発部を置く。 

※３  音響営業統括部管下に音響企画室を新設する。 

※４ 研究開発統括部管下に第１研究開発部、第２研究開発部を置く。 

 

  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 


