
 

プレスリリース 

 2015年 5月 15日 

株式会社レアジョブ 

 

代表取締役及び取締役の異動並びに 
執行役員制度の導入に関するお知らせ 

 

 

オンライン英会話サービスを提供する株式会社レアジョブ（住所：東京都渋谷区、以下、当社）

は、平成 27 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び取締役を

異動することについて内定し、並びに執行役員制度の導入を決議しましたので、お知らせいたしま

す。 

なお、代表取締役及び取締役の異動は、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会

後の取締役会におきまして、正式に決定される予定であります。 

 

1.代表取締役及び取締役の異動につきまして 

■異動の理由 

当社は、コーポレートビジョン「Chances for everyone, everywhere.」にもとづき、世界中のより多く

の人々が国境や言語の壁を越えて活躍できる社会を目指し、「日本人1,000万人を英語が話せるよう

にする。」を事業ミッションに、マンツーマンオンライン英会話を主たる事業として展開し、日本人の英語学

習を支援しています。 

このような状況の下、ビジョンの実現に向けて事業展開のスピードを加速し、より一層のグローバル展開を

図るため、現任の代表取締役社長である加藤智久は代表取締役会長に就任し、主にグローバル戦略

を推進するとともに、代表取締役副社長である中村岳が代表取締役社長に、取締役である藤田利之

が取締役副社長に就任することで、国内事業の迅速な意思決定を図り、機動的な業務執行に取り組

んでまいります。 

 

■異動の内容 

(1) 代表取締役の異動の内容（平成 27年 6月 26日予定） 

氏名 新役職名 現役職名 

加藤 智久 代表取締役会長 代表取締役社長 

中村 岳 代表取締役社長 代表取締役副社長 

 

 

(2) 取締役の異動の内容（平成 27年 6月 26日予定） 

氏名 新役職名 現役職名 

藤田 利之 取締役副社長 取締役 

 

 



 

■新任代表取締役社長の略歴 

氏名 

（生年月日） 
略歴 所有株式数 

中村
なかむら

 岳
が く

 

（昭和55年9月11日生） 

平成 17年 4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

（現 株式会社NTTドコモ）入社 
530,000株 

平成 20年 2月 当社代表取締役 

平成 24年 6月 当社代表取締役副社長（現任） 

 

2．執行役員制度の導入につきまして 

■執行役員制度導入の目的  

執行役員制度を導入することで、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るため。 

 

■執行役員制度の概要 

（１）執行役員の選任及び解任ならびに執行業務は取締役会において決定する。   

（２）取締役は執行役員を兼務することができるものとする。   

（３）執行役員の任期は 1 年間とし、再任を妨げない。 

 

(1) 執行役員人事 （平成 27年 6月 26日付） 

 

(2) 新任執行役員の略歴 

氏名 

（生年月日） 
略歴 

下
し も

又
ま た

 健
たけし

 

（昭和 44年 3月 23日生） 

平成 3年 4月 株式会社リクルート入社 

平成 4年 1月 Nippon Education Academy Sdn. 

Bhd.（日本教育センター、マレーシア クアラ

ルンプール）代表取締役就任 

平成 17年 5月 株式会社バンダイ入社 

平成 22年 4月 特定非営利活動法人アイ・エス・エル入職 

平成 23年 3月 ベルリッツ・ジャパン株式会社入社 

平成 26年 10月 当社入社 

フィリピン統括室長（現任） 

平成 27年 4月 オンライン英会話事業本部クオリティ管理部長 

兼オンライン英会話事業本部スクール営業部

長（現任） 

氏名 役職 担当 

下又 健 執行役員 スクール事業、クオリティ管理全般 

松山 晋 執行役員 システム全般 

小野 慎介 執行役員 マーケティング、法人営業全般 

山田 裕一朗 執行役員 新規事業、アライアンス全般 



 

松山
まつやま

 晋
すすむ

 

（昭和 48年 12月 28日生） 

平成 10年 4月 アンリツ株式会社入社 

平成 14年 9月 ヤフー株式会社入社 

平成 21年 1月 株式会社オークファン入社 

平成 22年 3月 楽天株式会社入社 

平成 25年 8月 当社入社 

システム部長（現任） 

小野
お の

 慎介
しんすけ

 

（昭和 56年 2月 26日生） 

平成 17年 4月 楽天株式会社入社 

平成 24年 4月 当社入社 

平成 25年 4月 コンシューマー事業部長 

平成 25年 10月 法人営業部長（現任） 

平成 27年 4月 オンライン英会話事業本部マーケティング部長

（現任） 

山田
や ま だ

 裕一
ゆ ういち

朗
ろ う

 

（昭和 59年 8月 26日生） 

平成 19年 4月 三菱重工業株式会社入社 

平成 21年 4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ

入社 

平成 22年 3月 当社入社 

平成 26年 10月 新規事業開発部長（現任） 

 

【株式会社レアジョブについて】 

所在地： 東京都渋谷区桜丘町 12-10 渋谷インフォスアネックス 4階   

代表者： 代表取締役社長 加藤 智久  URL ： https://www.rarejob.com/ 

事業内容： オンライン英会話サービス事業 

『レアジョブ英会話』のサービス概要：  

無料のインターネット通話ソフト＝Skype™（スカイプ）を使用してマンツーマンの英会話レッスンを提供してい

ます。1 レッスン(=25分)を毎日受講できて月額 5,800円(税抜)、他 3種類の料金プランを揃えています。

レッスンは早朝 6 時から深夜 1 時まで開講。英語を公用語とするフィリピン人講師を採用し、利用しやすい価

格で、楽しく、学習効果の高い英会話レッスンを実現しています。ユーザー数約 34 万人を突破、導入企業

400社以上と No.1 のオンライン英会話サービス※1 に成長し、2014年 6月に東証マザーズに上場。 

※1MMD研究所「オンライン英会話に関する調査」（2014.7.29）認知度上位 5 サービスの比較表より 

 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】 

広報：荒川・北村 （press@rarejob.co.jp）TEL： 03-6416-7125／FAX： 03-6416-7128  


