
 

 

 

2021 年２月 17 日 

各  位 

会 社 名  株 式 会 社 バ ロ ッ ク ジ ャ パ ン リ ミ テ ッ ド 

代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  村 井  博 之  

（コード番号：3548 東証第一部） 

問合わせ先  常務執行役員  経営企画室長  藤本裕二朗 

TEL 03－5738－5775 

 

組織改正及び役員体制の変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催された取締役会において、下記の通り組織改正及び執行役員体制の変更について決議

しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 組織改正の理由及び内容（2021 年３月１日付） 

 

(1) ブランド事業運営に関わる意思決定の迅速化、及び業務の効率化を図るため、営業統括本部を第一

ユニット（FB/SB ブランド、SCブランド）、第二ユニット（百貨店ブランド）、営業・販売本部（店

舗開発、販売統括等）に再編し、その他のブランド事業部は、社長・副社長の直轄組織とする。 

 

(2) グローバルを含めた新たな新規事業及び基幹システムの更改プロジェクト等の推進のため、経営

企画本部を新設し、管下に経営企画室、未来政策室、国際業務部、情報システム部を置き、これに

伴い、グローバル事業タスクフォースは廃止する。 

 

(3) MOUSSY 事業のグローバルの更なる推進及び国内事業の強化のため、現行の事業部を、以下の２事

業部制とする。 

・MOUSSY 事業部（国内事業中心） 

・GLOBAL MOUSSY事業部（MOUSSY VINTAGE、STUDIO WEAR、M＿等を含めたグローバル事業中心） 

 

(4) マーケティング本部を廃止し、その一部機能を営業・販売本部 PR 部（新設）に移設し、新た 

に OMO推進タスクフォースを新設する。 

 



 

 

２．取締役（常勤）及び執行役員                         （下線が変更箇所） 

 （2021 年３月１日付） 

氏名 新しい役位及び担務 現在の役位及び担務 

村井 博之 代表取締役社長 最高経営責任者 代表取締役社長 最高経営責任者 

グローバル事業推進タスクフォース 

深澤 哲人 

 

取締役 副社長 

第一ユニット長 

取締役 副社長 

営業統括本部長 

深澤 瑞岐 常務執行役員 

第二ユニット ENFÖLD・någonstans 

事業部長 

常務執行役員 

マーケティング本部長 

営業統括本部 ENFÖLD・någonstans 

事業部長 

趙 珊 

 

常務執行役員 

中国・アジア地区統括 

BAROQUE HK LIMITED 

Managing Director 

常務執行役員 

中国・アジア地区統括 

グローバル事業推進タスクフォース 

BAROQUE HK LIMITD 

Managing Director 

藤本 裕二朗 常務執行役員 

経営企画本部長 

同 経営企画室長 

同 国際業務部長 

OMO 推進タスクフォース 

常務執行役員 

経営企画室長 

管理本部長 

熊川 大輔 上席執行役員 営業・販売本部長 

同 販売統括部長 

同 ライセンス部長 

上席執行役員 営業統括本部 副本部長 

同 RODEO CROWNS 事業部長 

同 ライセンス部長 

工藤 薫 上席執行役員 管理本部長 

同 人事総務部長 

上席執行役員 管理本部 副本部長 

同 人事総務部長 

山口 淳二 上席執行役員 

巴罗克（上海）企业发展有限公司  

副総経理 

同左 

篠崎 敏則 上席執行役員 第二ユニット長 

同 RIM.ARK 事業部長  

同 ENFÖLD・någonstans 事業部  

副事業部長 

上席執行役員 営業統括本部 副本部長 

同 RIM.ARK 事業部長  

同 ENFÖLD・någonstans 事業部 

副事業部長 

福岡 俊之 

 

執行役員 生産統括本部長 

 

執行役員 生産統括本部長 

営業統括本部 STACCATO 事業部長 

竹野 成輝 

 

執行役員  

営業・販売本部 店舗開発部長 

執行役員  

営業統括本部 店舗開発部長 

岩佐 一生 執行役員 第一ユニット 副ユニット長 

同 AZUL BY MOUSSY 事業部長 

執行役員 営業統括本部  

AZUL BY MOUSSY 事業部長 



 

 

史 婧  

（新任） 

執行役員 財務業務本部長 

経理部長 

財務業務本部長  

経理部長 

前田 悠 

（新任） 

 

執行役員 

第一ユニット MOUSSY 事業部長 

同 SLY 事業部長 

営業統括本部 SLY 事業部長 

・執行役員 落合智将は、本年２月 28 日付で執行役員を退任し、CEO 付部長となります。 

 

２．部長級の人事について 

氏名 新しい役位及び担務 現在の役位及び担務 

落合 智将 CEO 付部長 執行役員 営業統括本部 

MOUSSY 事業部長 

島田 賢治 第一ユニット 

GLOBAL MOUSSY 事業部長 

営業統括本部 

MOUSSY 事業部 企画グループ 

鈴木 広二 

 

第一ユニット 

RODEO CROWNS 事業部長 

営業統括本部RODEO CROWNS事業部 

営業・販売グループ長 

大島 雅美 STACCATO 事業部長 営業統括本部 STACCATO 副事業部長 

小倉 えり 経営企画本部 未来政策室長 

E コンテンツ開発部 

E コンテンツ開発部 

野原 静江 営業・販売本部 PR 部長 マーケティング本部 部長 

 

以上 

 


