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2020 年２月 12 日 

各  位 

会 社 名  
代表者名 代表取締役社長   上田谷 真一

（東証第一部 コード番号 3608） 
問合せ先 管理本部 広報室長 山田 耕平 
Ｔ Ｅ Ｌ 03(6748)0002 

 

組織変更及び役員の担当業務の変更並びに当社及び子会社の人事異動について 

 

当社の組織変更及び役員の担当業務の変更並びに当社及び子会社の人事異動を実施しますので、下

記の通りお知らせします。 

記 

 

１． ＴＳＩホールディングスの組織変更（2020 年３月１日付） 

（１）管理本部を廃止し、同本部内の各部門を社長の直下に置く。 

（２）アパレル事業の子会社を 4 つのグループに分類の上、各グループ毎に、㈱サンエー・ビーディーと

㈱ナノ・ユニバースを所管する第１事業カンパニー、㈱サンエー・インターナショナル、㈱アングローバル、

㈱アルページュ、アナディス㈱、UNIT&GUEST㈱、及び㈱アンドワンダーを所管する第２事業カンパニー、

㈱TSI グルーヴアンドスポーツと㈱スピックインターナショナルを所管する第３事業カンパニー、㈱上野商

会、㈱ローズバッド、㈱ジャック、㈱アイソラ―、及び㈱スタージョイナスを所管する第４事業カンパニーを

新設する。 

（３）プラットフォーム部を新設し、現組織の㈱TSI・プロダクション・ネットワークのSCM機能と、㈱TSI ECス

トラテジーの EC 戦略機能と IT 戦略部の機能を統合する。 

（４）シェアードサービス部を解消の上、同部の機能をそれぞれ財務経理部、人事部、及び総務部に業

務を移管する。 

 

２． 役員の担当業務の変更（2020 年３月１日付） 

（１） 株式会社 TSI ホールディングス 

氏名 異動後 異動前 

三宅  孝彦 

取締役副会長 人事部管掌 

プラットフォーム部長 兼 

㈱TSI・ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ 代表取締役社長 兼

㈱TSIEC ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ 代表取締役社長 兼 

㈱アイソラー代表取締役社長 

取締役副会長 

㈱アイソラー代表取締役社長 

大石  正昭 
取締役 

財務経理部、総務部、広報室管掌 

取締役 管理本部長 兼 

シェアードサービス部長 
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３． 人事異動 

（１） 株式会社 TSI ホールディングス（2020 年３月１日付） 

氏名 異動後 異動前 

前川  正典 

執行役員 第 1 事業カンパニー長 

㈱ｻﾝｴｰ・ﾋﾞｰﾃﾞｨｰ 代表取締役社長 兼 

㈱ナノ・ユニバース 代表取締役社長 

執行役員 

㈱ｻﾝｴｰ・ﾋﾞｰﾃﾞｨｰ 代表取締役社長 兼 

㈱ローズバッド 代表取締役社長 

押木  源弥 

執行役員 第２事業カンパニー長 

㈱アングローバル 代表取締役社長 兼 

㈱アナディス 代表取締役社長 

執行役員 

㈱アングローバル 代表取締役社長 兼 

㈱アナディス 代表取締役社長 

仙座   学 
執行役員 第３事業カンパニー長 

㈱TSI ｸﾞﾙｰｳﾞｱﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ 代表取締役社長

執行役員 

㈱TSI ｸﾞﾙｰｳﾞｱﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ 代表取締役社長

下地   毅 
執行役員 第４事業カンパニー長 

㈱上野商会 取締役社長 

執行役員 

㈱上野商会 取締役社長 

曽根  道弘 ㈱ジャック 取締役 
執行役員 

㈱ジャック 代表取締役社長 

濱田  博人    ― 
執行役員 

㈱ナノ・ユニバース 代表取締役社長 

柏木  又浩    ― 
執行役員 

㈱TSIEC ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ 代表取締役社長 

高橋  正博 

執行役員 

事業開発部長 兼 海外事業戦略部長 兼

㈱プラックス 代表取締役社長 兼 

Urth Caffe JAPAN㈱代表取締役社長 

執行役員 

事業開発部長 兼 

㈱プラックス 代表取締役社長 兼 

Urth Caffe JAPAN㈱代表取締役社長 

※㈱TSIEC ｽﾄﾗﾃｼﾞｰの代表取締役変更は 2020 年１月 15 日付 

 

（２） 株式会社上野商会（2020 年３月１日付） 

氏 異動後 異動前 

永妻  正明 
専務取締役 

社長補佐、各本部長業務補佐 

常務取締役 

販売本部長 

小野寺重彦 
執行役員 

販売本部長 

執行役員 

管理本部 管理部長 

 

（３） 株式会社サンエー・インターナショナル（2020 年３月１日付） 

氏名 異動後 異動前 

阿部  邦年 

取締役 事業統括本部長 兼 

ナチュラルビューティー事業部長 兼  

卸事業部長 

取締役 事業統括本部長  

兼 第１企画 MD 統括部長 

兼 ナチュラルビューティー事業部長 

兼 WEB・マーケティング部長 

土井  一寛 
執行役員 企画 MD 統括部長 兼 

新規事業開発部長 

執行役員 第２企画 MD 統括部長 兼 

アッシュスタンダード事業部長 

那須  佑太 ヒューマンウーマン事業部長 ヒューマンウーマン事業部 MD チーフ 

本間  大介 生産部長 第２生産部長 

倉田   亮 WEB・マーケティング部長 
WEB・マーケティング部 WEB チーフ 兼

マーケティング室長 
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（４） 株式会社サンエー・ビーディー（2020 年３月１日付） 

氏名 異動後 異動前 

伊藤  昭成 専務取締役 事業統括 取締役 事業統括 

 

（５） 株式会社ローズバッド（2020 年３月１日付） 

氏名 異動後 異動前 

林   哲也 代表取締役社長 商品本部 本部長 

 

（６） 株式会社ジャック（2020 年３月１日付） 

氏名 異動後 異動前 

松下  一英 代表取締役社長 取締役 

 

 

以 上 


