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機構改革及び人事異動について  
 
 当社は下記のとおり、機構改革及び人事異動を実施しますのでご案内申し上げます。 
 

記  
１．機構改革（3 月２3 日付）  

（１） 室内ゆうえんち東日本事業本部、室内ゆうえんち近畿･中部事業本部、

室内ゆうえんち西日本事業本部、ポップンパーク事業本部、新業態推進

プロジェクト・大型店の業態別事業本部制を解消し、地域別事業本部制

とします。  
（２） 営業統括を新設し、北日本事業本部、東日本事業本部、近畿・中部事業

本部、西日本事業本部の四事業本部を統括します。  
（３） 商品開発プロジェクトを新設します。  
（４） 商品本部の景品グループ、機械グループをファミリーグループ、メダル

グループ、プライズグループに再編制します。  
 
２．一般人事（３月２３日付）  

【新職】          【旧職】          【氏    名】  
常務取締役         常務取締役         岸  八郎  
営業企画本部本部長     開発本部本部長  
 
常務取締役         常務取締役         恒屋 良彦  
人事総務本部本部長兼    人事総務本部本部長兼  
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当       ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当兼  
              総務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ 
 
常務取締役         常務取締役         出口  毅  
営業統括兼         商品本部本部長  
北日本事業本部本部長  
 
取締役           取締役           渡邉  忍  
人事総務本部        営業企画本部本部長  
総務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ      
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取締役           取締役           江口  勉  
近畿・中部事業本部     室内ゆうえんち近畿・中部  
本部長           事業本部本部長  
 
取締役           取締役           片岡  尚  
商品本部本部長       ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ事業本部本部長兼  
              新業態推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
              ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 
 
開発本部          開発本部開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ     林  克己  
本部長代行         ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ 
 
東日本事業本部       室内ゆうえんち       高橋 光男  
本部長代行         東日本事業本部本部長代行  
               
西日本事業本部       室内ゆうえんち       福森 博崇  
本部長代行         西日本事業本部本部長代行        
               
商品本部ﾌﾟﾗｲｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ    商品本部景品ｸﾞﾙｰﾌﾟ          田村 純宏  
ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ          ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ 

       
商品本部ﾒﾀﾞﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ     商品本部機械ｸﾞﾙｰﾌﾟ          藤原 徳也  
ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ          ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ 

 
北日本事業本部       ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ事業本部      宮本 雅晃  
北海道ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ           営業第一ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 
ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ            ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

       

北日本事業本部       室内ゆうえんち近畿・中部  池田 和彦  
北東北ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ           事業本部  東海ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 
ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ            ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ兼静岡ｴﾘｱ 

          ｴﾘｱﾏﾈｼﾞｬｰ 
    

北日本事業本部       室内ゆうえんち東日本    坂井田 薫  
東北ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ            事業本部  北関東ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 
ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ            ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 
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      北日本事業本部       室内ゆうえんち近畿・中部  京楽 康士  

      北関東ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ           事業本部  大阪ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 

      ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ            ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ兼北大阪ｴﾘｱ 

                    ｴﾘｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

    

東日本事業本部       室内ゆうえんち近畿・中部   小山 奈央  

      北陸・新潟ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ       事業本部  信越ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 

      ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ            ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ代行兼 

                 西新潟ｴﾘｱｴﾘｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

    

   東日本事業本部       室内ゆうえんち西日本     遠山 琴美  

      中関東ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ         事業本部  四国ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 

      ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ            ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ兼 

                 東四国ｴﾘｱｴﾘｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

    

   東日本事業本部       ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ事業本部      石坂 匡則  

      関東・信州ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ       営業第一ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ南東北ｴﾘｱ 

      ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ            営業ﾘｰﾀﾞｰ 

    

東日本事業本部       室内ゆうえんち東日本     西村真寿美  
西関東ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ           事業本部  中関東ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 
ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ            ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

 

   東日本事業本部       室内ゆうえんち東日本     福田 忠昌  

      東海ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ          事業本部  首都圏ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 

      ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ            ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ兼 

                 神奈川ｴﾘｱｴﾘｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

    

   近畿・中部事業本部          室内ゆうえんち近畿・中部     鈴木 美佐 

   三重・愛知ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ         事業本部  三重・愛知ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 

   ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ       ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

       

      近畿・中部事業本部          室内ゆうえんち近畿・中部     野上 静香 

   愛知・岐阜ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ         事業本部  愛知・岐阜ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 

   ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ       岐阜ｴﾘｱｴﾘｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

    

   近畿・中部事業本部          室内ゆうえんち近畿・中部     宗雲 裕之 

   京滋・奈良ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ         事業本部  信越ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 

   ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ       ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 



   近畿・中部事業本部          ﾎﾟｯﾌﾟﾝﾊﾟｰｸ事業本部        野上 幸代 

   大阪ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ            営業第三ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 

   ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ       ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

    

   近畿・中部事業本部     室内ゆうえんち近畿・中部   二宮  功 

   兵庫ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ        事業本部  愛知・岐阜ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 
      ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ             ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ兼名古屋ｴﾘｱ 

                 ｴﾘｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

    

   西日本事業本部       室内ゆうえんち東日本     山口 篤直 

   山陰・四国ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ     事業本部北海道ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 

   ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ       ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ兼札幌ｴﾘｱ 

                 ｴﾘｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

    

   西日本事業本部           室内ゆうえんち西日本       長尾主己子 

   山陽ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ        事業本部 山陽ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 

   ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ       ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ兼岡山ｴﾘｱ 

                  ｴﾘｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

       

   西日本事業本部           室内ゆうえんち西日本       犬飼 信二 

   福岡・沖縄ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ     事業本部 福岡・沖縄ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 

   ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ       ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

       

   西日本事業本部           室内ゆうえんち西日本       渡辺 百合 

   西九州ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ       事業本部 西九州ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 

   ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ       ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ兼佐賀ｴﾘｱ 

                  ｴﾘｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

 

   西日本事業本部           室内ゆうえんち西日本       杉浦 孝弥 

   南九州ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ       事業本部 南九州ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 

   ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ       ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾏﾈｼﾞｬｰ 

 
問合せ先 
常務取締役人事総務本部長 

恒屋 良彦 
電話  043-212-6203 

以上  
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