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2020 年 4 月１日 

報道関係各位 

 

 

当社の組織変更、人事異動に関するお知らせ 
 

 

日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 阿部 三代松）は、人事異動を実施いたしま

したので、下記の通りお知らせいたします。 

 

 

記 

日本コロムビア株式会社 

① 組織変更（2020 年 4 月１日付） 

（1） 日本コロムビア株式会社 A&C 本部内の事業部再編 

主たるアーティストマネジメント業務をアーティスト第 1 事業部に集約し、名称を「アーティスト事業部」に変更いた

します。加えて、アーティスト事業部では、アーティスト関連のマネジメント事業とレーベル事業の有機的な連携

を図ることにより、360 度ビジネスのさらなる推進を行うとともに、コロムビアにおけるアーティストマネジメント業

務の平準化を行い、アーティスト育成体制を強化いたします。 

なお A&C 本部は、この「アーティスト事業部」と「トライアド事業部」及び「コロムビアハウス事業部」の 3 事業部門

構成に再編成を行います。 

 

(２) コロムビア・マーケティング株式会社 DDM 統括部の廃止 

 営業本部内のデジタルマーケティング強化の為、2019 年 10 月に新設したデジタルマーケティング部に DDM 統

括部デジタル管理部の機能を移管し、配信 CP窓口の一本化およびマーケティング施策に則った数値実績の把握、

次の施策への展開スピードをあげていきます。 

 また、DDM 統括部ダイレクトマーケティング部の業務のうち、自社 EC サイト運営機能を営業本部に移管し、360

度での展開・販売を意識した自社 WEB および自社 EC サイト運営の強化を行います。 

 

（３）コロムビア・マーケティング株式会社 特販統括部 「CFC 営業部」の新設 

 DDM 統括部ダイレクトマーケティング部の業務のうち、コロムビアファミリークラブ（CFC）運営機能を特販統括部

内に移管し CFC 営業部として新設いたします。特販部門として、シニアをターゲットにした特販商品との連携強化

および運営コスト削減を狙います。 
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移管前 移管および名称変更後 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第２事業部  

CJ ディベロップメント・ビジネスユニット 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部  

A&C 第２・ビジネスユニット 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第１事業部  

A&C 第３・ビジネスユニット 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部  

コロムビアジャパン・ビジネスユニット 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第２事業部  

CJ トライアド・ビジネスユニット 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部  

コロムビアジャパン・ビジネスユニット 

 Ａ＆Ｃ本部 トライアド事業部 トライアド・ビジネスユニット 

 DDM 統括部 デジタル管理部  営業本部 デジタルマーケティング部 

 DDM 統括部 ダイレクトマーケティング部 
 営業本部 ダイレクトマーケティング部 

 特販統括部 CFC 営業部 

 

事業部変更前 事業部変更後 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第１事業部  

A&C 第１・ビジネスユニット 
 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部 A&C 第１・ビジネスユニット 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第１事業部  

 コロムビアインターナショナル・ビジネスユニット 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部  

 コロムビアインターナショナル・ビジネスユニット 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第２事業部  

 コロムビアレコード・ビジネスユニット 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部  

 コロムビアレコード・ビジネスユニット 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第２事業部  

 ストラテジック・ビジネスユニット 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部  

 ストラテジック・ビジネスユニット 

 Ａ＆Ｃ本部 ストラテジーディベロップメントルーム 
 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部  

ストラテジーディベロップメントルーム 

 

② 執行役員の異動（2020 年 4 月１日付） 

氏名 現職 発令 

土門 義隆 
 執行役員 

 兼 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第１事業部長 

 執行役員 

 兼 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部長 

井上 勝浩 
 執行役員 

 兼 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第２事業部長 

 執行役員 

 兼 Ａ＆Ｃ本部 トライアド事業部長 

山邉 覚 

 執行役員 

 兼 経営戦略室長 

 兼 デジタル＆マーケティング戦略推進プロジェクト 

プロジェクトリーダー 

 兼 Ａ＆Ｃ本部 戦略マーケティング統括部 管掌 

 兼 地域ビジネス開発室 管掌 

 兼  コロムビア・マーケティング株式会社  

 DDM 統括部長 

 兼 DDM 統括部 デジタル管理部長 

 執行役員 

 兼 経営戦略室長 
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森田 寛之 

 執行役員 

 兼 コロムビア・マーケティング株式会社 特販統括

部長 

 執行役員 

 兼 コロムビア・マーケティング株式会社 特販統括部長 

 兼 日本コロムビア株式会社 地域ビジネス開発室 管掌 

 兼 コロムビア・マーケティング株式会社 企画営業グル

ープ 管掌 

 

③ 人事異動（2020 年 4 月１日付） 

氏名 現職 発令 

岡野 博行 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第１事業部  

エグゼクティヴプロデューサー 

 兼 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第１事業部  

 コロムビアインターナショナル・ビジネスユニット  

ユニットリーダー 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部  

エグゼクティブプロデューサー 

 コロムビアインターナショナルビジネスユニット  

ユニットリーダー 

佐々木 健 
 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第１事業部  

Ａ＆Ｃ第１・ビジネスユニット ユニットリーダー  

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部 副事業部長 

 兼 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部  

Ａ＆Ｃ第１・ビジネスユニット ユニットリーダー 

渡辺 浩之 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第２事業部  

コロムビアレコード・ビジネスユニット 

 ユニットリーダー 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部 副事業部長 

 兼 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部  

コロムビアレコード・ビジネスユニット ユニットリーダー 

阿部 直樹 
 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第１事業部  

Ａ＆Ｃ第３・ビジネスユニット ユニットリーダー 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部  

コロムビアジャパン・ビジネスユニット 

 ユニットリーダー 

清水 直哉 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第２事業部  

ＣＪディベロップメント・ビジネスユニット 

ユニットリーダー 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト事業部  

A&C 第２・ビジネスユニット 

 ユニットリーダー 

片岡 明 

 Ａ＆Ｃ本部 アーティスト第２事業部  

ＣＪトライアド・ビジネスユニット  

 ユニットリーダー 

 Ａ＆Ｃ本部 トライアド事業部 トライアド・ビジネスユニット 

 ユニットリーダー 

廣木 崇紀 
 計画部長 

 兼 Ａ＆Ｃ本部 コンテンツプロデュースプロジェクト 

計画部長 

 兼 Ａ＆Ｃ本部 生産管理部長 

兼 Ａ＆Ｃ本部 コンテンツプロデュースプロジェクト 

西嶋 浩 

 コロムビア・マーケティング株式会社 DDM 統括部  

 ダイレクトマーケティング部 

 部長 

 コロムビア・マーケティング株式会社 営業本部  

 ダイレクトマーケティング部長 

 兼 コロムビア・マーケティング株式会社 営業本部  

 デジタルマーケティング部 担当部長 

青木 光徳 
 コロムビア・マーケティング株式会社 DDM 統括部 

ダイレクトマーケティング部 担当部長 

 コロムビア・マーケティング株式会社 特販統括部  

CFC 営業部長 

 

以 上 
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[ 日本コロムビアについて ] 
会社名 日本コロムビア株式会社 
所在地 東京都港区虎ノ門 4-１-40 江戸見坂森ビル 
代表者 代表取締役社長 阿部 三代松 
事業内容 ミュージックソフト・ゲームソフト等の制作、宣伝、販売 および音楽アーティストのマネジメント 
資本金 100,000,000 円 
URL http://columbia.jp/ 

[ ニュースリリースに関するお問い合わせ先 ] 
日本コロムビア株式会社 
財務・管理本部 管理統括部  
Email takita_hiroshi@columbia.co.jp  

 

http://columbia.jp/
file:///C:/Users/Yumi.Ogata/201705●_半熟オーディション最終通過決定/Downloads/takita_hiroshi@columbia.co.jp

