
 

 

2021 年 5 月 20 日 

各 位 

会 社 名  株式会社オリエンタルランド 

代表者名  代表取締役社長 上西 京一郎 

  （コード : 4661、東証第一部） 

問合せ先  執行役員 広報部長 早川 清敬 

  （TEL. 047－305－5111） 

 

 

組織改正、執行役員選任、 

役員の管掌・担当・委嘱等の変更および人事異動について 

 

  株式会社オリエンタルランドは、2021年6月1日付で、下記のとおり組織改正、役員の管掌・担

当・委嘱等の変更および人事異動を行います。また、6月29日付で、執行役員の選任および役員の

管掌・担当・委嘱等の変更を行いますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．組織改正（2021年 6月 1日付） 

（１）「経営戦略本部」の設置 

より効率的かつ効果的な経営資源の配分と迅速な意思決定および実行監理を一貫して図

れる体制とするべく、経営戦略部と経営管理本部を一つの本部に集約し、経営戦略・監理お

よび施設開発に関する各業務を機能別に再編する。これに伴い、「経営管理本部」を解消する。 

 

 ①「サステナビリティ推進部」および「リゾート開発部」の新設 

ＯＬＣグループの持続可能な発展を目指した取り組みを着実に進められる体制とするべ

く、「サステナビリティ推進部」を新設する。ならびに、東京ディズニーリゾート®の施設

開発機能を集約し、より効率的に業務を行える体制とするべく、「リゾート開発部」を新設

する。これに伴い、「経営統括部」を解消する。 

 

（２）「事業開発部」の新設 

東京ディズニーリゾート事業の課題解決や価値の向上、成長機会につながる新規事業を

検討し、実行できる体制を整えるべく、「事業開発部」を新設する。 

 

（３）「マーケティング本部」の再編 

多様化するゲストニーズに対応し収益拡大を図るため、イベント等のコンテンツ開発を含

めて、マーケティングミックスを一気通貫でマネジメントし、機動的に実行できる体制を整

えるべく、組織体制を変更する。 

 

 



①「リゾートクリエイト部」の移管および名称変更 

「リゾートクリエイト部」の業務をマーケティング本部に移管し、「マーケティング 

開発部」に名称変更する。 

また、既存の「マーケティング・コミュニケーション戦略部」を「マーケティング・ 

コミュニケーション部」へ、「リゾートエクスペリエンス開発推進部」を「リゾートエクス

ペリエンス推進部」へ名称変更する。 

 

 

２．執行役員の新任 

＜新任＞ 2021年 6月 29日付 

江原 太（現：フード本部フード開発販売部長） 

 

 

３．役員の管掌・担当・委嘱等の変更 

（１）2021年 6月 1日付 

地位・役職名 氏名 【6月 1日付】 【現在】 

取締役 

副社長執行役員 
髙野 由美子 

ホテル事業・第 8 テーマポート

推進本部管掌、 

経営戦略本部長・ 

経営戦略本部リゾート開発部長

委嘱、 

株式会社ミリアルリゾート 

ホテルズ代表取締役会長 

ホテル事業・第 8 テーマポート

推進本部管掌、 

経営戦略部担当、 

株式会社ミリアルリゾート 

ホテルズ代表取締役会長 

取締役 

副社長執行役員 
山 雄一 

ＣＶＣ事業・スポンサーマーケ 

ティングアライアンス部管掌、 

事業開発部・経理部担当、 

事業開発部長委嘱 

ＣＶＣ事業・スポンサーマーケ 

ティングアライアンス部管掌、 

経営管理本部長委嘱 

取締役 

常務執行役員 
横田 明宜 

社会活動推進部・ＣＳ推進部・ 

監査部担当 

経理部・社会活動推進部・ 

ＣＳ推進部担当 

取締役 

常務執行役員 
高橋 渉 

総務部・事業法務部・食の安全監

理室担当 

総務部・事業法務部・食の安全監

理室・監査部担当 

執行役員 霜田 朝之 

マーケティング本部長・ 

マーケティング本部マーケティ

ング開発部長委嘱 

マーケティング本部長委嘱 

執行役員 髙村 耕太郎 経営戦略本部副本部長委嘱 
リゾートクリエイト部担当、 

リゾートクリエイト部長委嘱 

執行役員 中谷 雄一 
経営戦略本部副本部長・ 

経営戦略本部経営戦略部長委嘱 
経営管理本部経営統括部長委嘱 

 

  



 

（２）2021年 6月 29日付 

地位・役職名 氏名 【6月 29日付】 【6月 1日付】 

代表取締役社長 

（兼）ＣＯＯ 

社長執行役員 

吉田 謙次 ― 
フード本部長・第 8 テーマ 

ポート推進本部長委嘱 

取締役 

副社長執行役員 
髙野 由美子 

ホテル事業・第 8 テーマポート

推進本部管掌、 

経営戦略本部長・ 

第 8 テーマポート推進本部長・

経営戦略本部リゾート開発部長

委嘱 

株式会社ミリアルリゾート 

ホテルズ代表取締役会長 

ホテル事業・第 8 テーマポート

推進本部管掌、 

経営戦略本部長・ 

経営戦略本部リゾート開発部長

委嘱、 

株式会社ミリアルリゾート 

ホテルズ代表取締役会長 

執行役員 江原 太 
フード本部長・フード本部フード

開発販売部長委嘱 
フード本部フード開発販売部長 

なお、取締役の選任は 2021 年 6 月 29 日開催の第 61 期株主総会の承認をもって、取締役およ

び執行役員の役付はその後の取締役会での承認をもって、正式決定となります。 

 

 

４．人事異動（2021年 6月 1日付） 

氏名 【6月 1日付】 【現在】 

吉田 麻紀 経営戦略本部サステナビリティ推進部長 経営戦略部長 

木村 守善 経営戦略本部デジタル戦略部長 経営管理本部デジタル戦略部長 

今井 秀樹 経営戦略本部ＩＴ統括部長 経営管理本部ＩＴ統括部長 

中山 啓 
マーケティング本部マーケティング企画

部長 

マーケティング本部マーケティング･ 

コミュニケーション戦略部長 

矢田 和宏 
マーケティング本部マーケティング･ 

コミュニケーション部長 

マーケティング本部マーケティング企画

部長 

平林 佳二 
マーケティング本部リゾートエクスペリ

エンス推進部長 

マーケティング本部リゾートエクスペリ

エンス開発推進部長 

  以 上 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社オリエンタルランド広報部  TEL 047-305-5111 

 



別紙１ 
2021年 6月 1日付 取締役および執行役員体制一覧 

氏 名 取締役体制 執行役員体制 管掌・担当・委嘱等 

加賀見 俊夫 
代表取締役会長 

（兼）ＣＥＯ 
－ － 

上西 京一郎 
代表取締役社長 

（兼）ＣＯＯ 
社長執行役員 － 

髙野 由美子 取締役 副社長執行役員 

ホテル事業・第 8 テーマポート推進本部管掌、 

経営戦略本部長・経営戦略本部リゾート開発部長委嘱、 

株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役会長 

山 雄一 取締役 副社長執行役員 

ＣＶＣ事業・スポンサーマーケティングアライアンス部

管掌、 

事業開発部・経理部担当、 

事業開発部長委嘱 

横田 明宜 取締役 常務執行役員 社会活動推進部・ＣＳ推進部・監査部担当 

高橋 渉 取締役 常務執行役員 総務部・事業法務部・食の安全監理室担当 

金木 有一 取締役 常務執行役員 商品本部長委嘱 

神原 里佳 取締役 常務執行役員 人事本部長委嘱 

吉田 謙次 － 常務執行役員 フード本部長・第 8 テーマポート推進本部長委嘱 

角本 益史 － 執行役員 

シアトリカル事業部担当、 

シアトリカル事業部長委嘱、 

株式会社イクスピアリ代表取締役会長兼社長 

早川 清敬 － 執行役員 
広報部担当、 

広報部長委嘱 

小野里 淳一 － 執行役員 技術本部長委嘱 

岩瀬 大輔 － 執行役員 
スポンサーマーケティングアライアンス部担当、 

スポンサーマーケティングアライアンス部長委嘱 

椎葉 亮太郎 － 執行役員 運営本部長委嘱 

霜田 朝之 － 執行役員 
マーケティング本部長・マーケティング本部マーケティ

ング開発部長委嘱 

髙村 耕太郎 － 執行役員 経営戦略本部副本部長委嘱 

堀川 健司 － 執行役員 

ビジネスソリューション部担当、 

経理部長委嘱、 

株式会社ＭＢＭ代表取締役会長 

麻畠 万暉 － 執行役員 エンターテイメント本部長委嘱 

中谷 雄一 － 執行役員 経営戦略本部副本部長・経営戦略本部経営戦略部長委嘱 

桜井 孝 － 執行役員 株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役副社長 

白石 貴則 － 執行役員 総務部長委嘱 

花田 力 取締役（社外） － 京成電鉄株式会社相談役 

茂木 友三郎 取締役（社外） － キッコーマン株式会社取締役名誉会長 取締役会議長 

 

常勤監査役 ：鈴木  

常勤監査役（社外） ：米川 公誠 

監査役（社外） ：甲斐中 辰夫、三枝 紀生 

 



別紙２ 

2021年 6月 29日付 取締役および執行役員体制一覧 

氏 名 取締役体制 執行役員体制 管掌・担当・委嘱等 

加賀見 俊夫 
代表取締役会長 

（兼）ＣＥＯ 
－ － 

吉田 謙次 
代表取締役社長 

（兼）ＣＯＯ 
社長執行役員 － 

髙野 由美子 取締役 副社長執行役員 

ホテル事業・第８テーマポート推進本部管掌、 

経営戦略本部長・第８テーマポート推進本部長・ 

経営戦略本部リゾート開発部長委嘱、 

株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役会長 

山 雄一 取締役 副社長執行役員 

ＣＶＣ事業・スポンサーマーケティングアライアンス部

管掌、 

事業開発部・経理部担当、 

事業開発部長委嘱 

横田 明宜 取締役 常務執行役員 社会活動推進部・ＣＳ推進部・監査部担当 

高橋 渉 取締役 常務執行役員 総務部・事業法務部・食の安全監理室担当 

金木 有一 取締役 常務執行役員 商品本部長委嘱 

神原 里佳 取締役 常務執行役員 人事本部長委嘱 

角本 益史 － 執行役員 

シアトリカル事業部担当、 

シアトリカル事業部長委嘱、 

株式会社イクスピアリ代表取締役会長兼社長 

早川 清敬 － 執行役員 
広報部担当、 

広報部長委嘱 

小野里 淳一 － 執行役員 技術本部長委嘱 

岩瀬 大輔 － 執行役員 
スポンサーマーケティングアライアンス部担当、 

スポンサーマーケティングアライアンス部長委嘱 

椎葉 亮太郎 － 執行役員 運営本部長委嘱 

霜田 朝之 － 執行役員 
マーケティング本部長・マーケティング本部マーケティ

ング開発部長委嘱 

髙村 耕太郎 － 執行役員 経営戦略本部副本部長委嘱 

堀川 健司 － 執行役員 

ビジネスソリューション部担当、 

経理部長委嘱、 

株式会社ＭＢＭ代表取締役会長 

麻畠 万暉 － 執行役員 エンターテイメント本部長委嘱 

中谷 雄一 － 執行役員 経営戦略本部副本部長・経営戦略本部経営戦略部長委嘱 

桜井 孝 － 執行役員 株式会社ミリアルリゾートホテルズ代表取締役副社長 

白石 貴則 － 執行役員 総務部長委嘱 

江原 太 － 執行役員 フード本部長・フード本部フード開発販売部長委嘱 

花田 力 取締役（社外） － 京成電鉄株式会社相談役 

茂木 友三郎 取締役（社外） － キッコーマン株式会社取締役名誉会長 取締役会議長 

 

常勤監査役 ：鈴木  

常勤監査役（社外） ：米川 公誠 

監査役（社外） ：甲斐中 辰夫、三枝 紀生 

 


