
 

2013 年 6 月 24 日 

各      位 

 

会 社 名 株式会社アコーディア・ゴルフ 
代表者名 代表取締役社長 鎌田 隆介 

(コード番号：2131 東証 1 部) 
問合せ先 常務執行役員 道田 基生 

電話 (03)6688-1500(代表) 
 

 

人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2013 年 6 月 27 日付をもって執行役員の異動を行うこととい

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１．取締役 

・再任予定 

氏  名 新  職 現  職 

鎌田 隆介 

代表取締役社長執行役員 

経営企画部門担当（経営企画本部担

当） 

代表取締役社長執行役員 

経営企画部門担当（経営企画本部担

当） 

鈴木 隆文 

取締役常務執行役員   

コーポレート部門担当（経理財務本

部、総務人事本部担当）  

取締役常務執行役員   

コーポレート部門担当（経理財務本

部、総務人事本部担当）  

新野  孝 

取締役常務執行役員 
ゴルフ総合サービス部門担当（コー
ス管理本部、リテール事業本部、練
習場事業本部、㈱ハーツリー、㈱ゴ
ルフ・アライアンス担当） 

取締役常務執行役員 
ゴルフ総合サービス部門担当（コー
ス管理本部、リテール事業本部、練
習場事業本部、㈱ハーツリー、㈱ゴ
ルフ・アライアンス担当） 

服部 文雄 

取締役常務執行役員 
ゴルフ事業部門担当（ゴルフ事業第
1 本部、ゴルフ事業第 2 本部、事業
推進本部、営業本部担当） 

取締役常務執行役員 
ゴルフ事業部門担当（ゴルフ事業第
1 本部、ゴルフ事業第 2 本部、事業
推進本部、営業本部担当） 

 

２．執行役員 

①再任予定 

氏  名 新  職 現  職 

道田 基生 常務執行役員 経営企画本部長 常務執行役員 経営企画本部長 

野中 貞徳 執行役員 ゴルフ事業第 1本部長 執行役員 ゴルフ事業第 1本部長 

池本 英生 執行役員 リテール事業本部長 執行役員 リテール事業本部長 

中村 徹 執行役員 事業推進本部長 執行役員 事業推進本部長 



町田 芳彦 執行役員 総務人事本部長 執行役員 総務人事本部長 

小幡 正浩 
執行役員 ㈱ゴルフ・アライアンス代
表取締役社長 

執行役員 ㈱ゴルフ・アライアンス代
表取締役社長 

佐藤 祐造 執行役員 ゴルフ事業第 2本部長 執行役員 ゴルフ事業第 2本部長 

小山 淳一 
執行役員 ゴルフ事業第 2 本部副本
部長  

執行役員 ゴルフ事業第 2 本部副本
部長  

川崎 啓司 
執行役員 第 12 事業部長兼九州担当

営業部長 
執行役員 第 12 事業部長 

遠藤 一博 執行役員 コース管理本部長 執行役員 コース管理本部長 

杉田 勝幸 執行役員 練習場事業本部長 執行役員 練習場事業本部長 

中尾 豊健 
執行役員 アコーディア・ゴルフ ヘ
ッドプロ 

執行役員 アコーディア・ゴルフ ヘ
ッドプロ 

鈴木 憲治 
執行役員 ゴルフ事業第 1 本部副本
部長兼第 16 事業部長 

執行役員 ゴルフ事業第 1 本部副本
部長兼第 16 事業部長 

堀内 治 
執行役員 ゴルフ事業第 1 本部副本
部長  

執行役員 ゴルフ事業第 1 本部副本
部長 

 
②新任予定 

大澤 道雄 
執行役員 経理財務本部長兼財務部

長 
経理財務本部長兼財務部長 

渡邊 真司 執行役員 営業本部長 営業本部長 

谷田部 心一朗 
執行役員 ㈱ハーツリー 代表取締役

社長 
㈱ハーツリー 代表取締役社長 

 

③退任予定 

氏  名 新  職 現  職 

伊藤 健一 顧問 常務執行役員 

谷口 博次  顧問 
常務執行役員 練習場事業本部担当、

リテール事業本部担当 
 

 
以  上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【本件に関するお問合せ先】(平日 9：00～17：00) 
株式会社アコーディア・ゴルフ  
ＩＲ部 野瀬  
電話  ：03－6688－1500（音声ガイダンス） 
E-mail：ir@accordiagolf.com  



【ご参考】2013 年 6 月 27 日付の取締役、監査役および執行役員の体制 

氏  名 新  職 

鎌田 隆介 
代表取締役社長執行役員 

経営企画部門担当（経営企画本部担当） 

鈴木 隆文 
取締役常務執行役員   

コーポレート部門担当（経理財務本部、総務人事本部担当） 

新野  孝 

取締役常務執行役員 
ゴルフ総合サービス部門担当（コース管理本部、リテール事
業本部、練習場事業本部、㈱ハーツリー、㈱ゴルフ・アライ
アンス担当） 

服部 文雄 
取締役常務執行役員 
ゴルフ事業部門担当（ゴルフ事業第 1 本部、ゴルフ事業第 2
本部、事業推進本部、営業本部担当） 

澤田  勲 社外取締役 

片山 典之 社外取締役 

大西 又裕 
社外取締役 
特別コンプライアンス委員長 

須藤  修 社外取締役 

田代 祐子 社外取締役 

對田 恒雄 常勤社外監査役 

藏口  勝 社外監査役 

廣渡 義紀 社外監査役 

初川 浩司 社外監査役 

道田 基生 常務執行役員 経営企画本部長 

野中 貞徳 執行役員 ゴルフ事業第 1本部長 

池本 英生 執行役員 リテール事業本部長 

中村 徹 執行役員 事業推進本部長 

町田 芳彦 執行役員 総務人事本部長 

小幡 正浩 執行役員 ㈱ゴルフ・アライアンス代表取締役社長 

佐藤 祐造 執行役員 ゴルフ事業第 2本部長 

小山 淳一 執行役員 ゴルフ事業第 2本部副本部長 

川崎 啓司 執行役員 第 12 事業部長兼九州担当営業部長 

遠藤 一博 執行役員 コース管理本部長 

杉田 勝幸 執行役員 練習場事業本部長 



中尾 豊健 執行役員 アコーディア・ゴルフ ヘッドプロ 

鈴木 憲治 執行役員 ゴルフ事業第 1本部副本部長兼第 16 事業部長 

堀内  治 執行役員 ゴルフ事業第 1本部副本部長 

大澤 道雄 執行役員 経理財務本部長兼財務部長 

渡邊 真司 執行役員 営業本部長 

谷田部 心一朗 執行役員 ㈱ハーツリー 代表取締役社長 

 


