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株式会社　髙島屋

人事異動のお知らせ

　　下記のとおり、3月1日付で人事異動が行われますので、お知らせいたします。

＜本社＞

旧　　職　　務

業務監査室業務監査担当職 総務部総務担当職 楠 六郎

　　　　　業務監査担当職 通信販売事業部第２営業部長 根岸 静男

＜企画本部(改革推進本部）＞

旧　　職　　務

企画本部付 大宮店副店長兼総務部長 森井 博光

構造改革推進室構造改革推進担当職 企画本部付（新ＰＯＳシステム導入委員会専任担当） 津積 誠

　　　　　　　構造改革推進担当職 賃料管理室賃料管理担当職 小野田 明宏

　　　　　　　構造改革推進担当職 広報・ＩＲ室広報・ＩＲ担当職 百瀬 龍也

開発・関連事業担当職 岡本 正雄

開発・関連事業担当職 山岡 博

グッドリブ出向〔取締役総務部長兼企画担当〕 依田 潤

開発担当職 アジアプロジェクト室　アジアプロジェクト担当職 澤村 公博

開発担当職 開発・関連事業担当職    近藤 真人

開発担当職 アジアプロジェクト室　アジアプロジェクト担当職 中垣内 毅

開発担当職 東京店再開発計画室計画担当職 今村 浩治

開発担当職 アジアプロジェクト室　アジアプロジェクト担当職 秋野 霞

＜総務本部＞

旧　　職　　務

総務部総務担当職 立川店長 鈴木 達也

　　　総務担当職                          東京店副店長（総務担当）兼総務部長 玉井 清

　　　総務担当職                          京都店副店長（総務担当）兼総務部長 松井 健

　　　総務担当職                          髙島屋ビルメンテナンス転籍 本荘 幸雄

大阪店サービス営業部長 野田 拓

東京店総務部顧客グループ　顧客サービス担当職 久保田 一樹

伊予鉄髙島屋出向〔営業第６部長〕 石谷 康則

人事部人事担当職     

　　　人事担当職     

新　　職　　務 氏　　名

関連事業担当職

関連事業担当職

関連事業担当職

　　　人事担当職     

新　　職　　務 氏　　名

新　　職　　務 氏　　名
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＜営業本部＞

旧　　職　　務

宣伝部副部長兼プランニング室長 國澤 勝

新宿店販売第４部長    林田 明雄

京都店副店長（販売・サービス担当） 岸 光洋

婦人服ディビジョン副ディビジョン長  村上 かおる

新宿店販売第２部長 牧野 考一

玉川店販売第３部長 神津 茂樹

　　　　　食料品・食堂ディビジョン商品計画担当職   新南海ストア出向〔取締役営業本部長兼営業部長〕 北野 修三

　　　　　美術部副部長 美術部美術担当職 山本 博昭

美術部副部長 関口 協

横浜店販売促進室長  小林 準二

営業企画部営業企画担当職 公文 三智雄

玉川店販売第１部長  本城 春雄

岐阜髙島屋出向〔取締役副店長兼営業統括部長〕 常国 富男

大阪店　販売第２部教育担当職 山本 まゆみ

大阪店　営業企画担当職 髙野 力一

大阪店　販売第５部長 中谷 秀志

大阪店　販売第５部副部長 明日香 隆

大阪店　販売第７部長 小山 修平

泉北店販売第１部長 谷口 重雄

大阪店　販売第８部長 辻本 篤志

大阪店　営業企画担当職 神田 正紀

大阪店　営業企画担当職 山村 紀行

京都店　販売第１部長 岸本 浩一

ジェイアール東海髙島屋出向 〔営業第１部長〕 豊田 暁

ＭＤ本部紳士服・紳士雑貨・スポーツディビジョン

　　　　　　　　　　　　　　　　副ディビジョン長

京都店　サービス営業部長 保津 明宏

大阪店　販売第６部長 池内 重之

　　　　　美術部長兼ＭＤ本部美術部美術担当職 京都店　美術部副部長兼教育担当職 大塚 善彦

京都店　美術部長兼ＭＤ本部美術部美術担当職 中村 光男

業務監査室業務監査担当職 中島 哲雄

京都店　総務部総務担当職 織田 厚

ファッションプラザ･サンローゼ転籍 木村 雅美

横浜店　販売第７部長 三森 英輝

東京店　販売第４部販売担当職 依光 博之

東京店　販売第６部長 赤川 則明

東京店　販売第７部長 長澤 宏子

東神開発出向〔ＣＳＲ推進室長〕 齋藤 信

東京店　販売第８部長 及川 智子

東京店　販売第９部長 堀越 和彦

東京店　販売第４部長  野島 忠廣

東京店　販売第５部長  鎌田 靖雄

　　　　　総務部顧客グループ顧客サービス担当職  

　　　　　　　　　　　　　　顧客サービス担当職  

　　　　　販売第５部長

　　　　　販売第６部長

                    販売担当職

　　　　　販売第７部長

　　　　　横浜店販売促進室長

大阪店　　営業企画担当職

　　　　　教育担当職 

　　　　　営業統括グループ営業統括担当職 

　　　　　リビングディビジョン副ディビジョン長 

　　　　　　　　美術担当職    

宣伝部　　副部長兼プランニング室長     

　　　　　京都店販売促進室販売促進担当職

　　　　　紳士服・紳士雑貨・スポーツディビジョン

ＭＤ本部　関西ＭＤ担当職

　　　　　関西ＭＤ担当職

　　　　　特選衣料雑貨・宝飾品ディビジョン 

　　　　　　　　　　　　　　　　　商品計画担当職   
真二

　　　　　　　　　　　　　　　　　副ディビジョン長
新宿店販売第１部長 郡

特選衣料雑貨・宝飾品ディビジョンバイヤー  下島

　　　　　　営業企画担当職

　　　　　婦人服ディビジョン副ディビジョン長

　　　　　販売第２部長

一哉

新　　職　　務 氏　　名

営業企画部　営業企画担当職

　　　　　販売第６部長     

　　　　　　　　　　販売担当職  

　　　　　販売第７部長     

　　　　　　　　　　販売担当職 

　　　　　総務部顧客グループ顧客サービス担当職      

横浜店　　営業企画担当職

　　　　　美術部美術担当職

　　　　　総務部庶務担当職  

京都店　　営業企画担当職

　　　　　販売第１部長

　　　　　販売第５部長     

　　　　　販売第２部長 岡田 和幸

　　　　　総務部顧客グループ顧客サービス担当職

東京店　　販売第２部販売担当職   

　　　　　販売第３部長

　　　　　販売第４部長 

　　　　　販売第５部長

　　　　　販売第７部長
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新宿店　販売第１部副部長 新藤 愛弓

新宿店　営業企画担当職 千葉 重光

ＭＤ本部リビングディビジョン　副ディビジョン長 鎌田 修

横浜店　サービス営業部長 松尾 敦己

ジェイアール東海髙島屋出向 〔営業第５部長〕 多田 佳央

横浜店　副店長（販売・サービス担当） 倉本 和政

髙島屋友の会出向〔監査役〕 中田 滋

ＭＤ本部子供・情報＆ホビーディビジョンバイヤー   山口 牧子

横浜店販売第２部長  白石 文雄

新宿店　販売第４部副部長 市田 有美子

玉川店　外商部長 本田 正

通信販売事業部　副事業部長 川合 良雄

泉北店　販売第２部長 斜森 健次

ジェイアール東海髙島屋出向 

〔営業第３部副部長兼 営業統括グループマネジャー〕

人事部能力開発・採用担当職 石井 浩

新宿店　外商部副部長   島田 栄一

立川店　販売第３部長 高田 明宏

立川店　販売第１部セールスマネジャー 山澤 秀哉

法人事業部　プロモーションＭＤ部調達担当職 斉藤 英雄

法人事業部　東京第１営業部副部長 三浦 勝昭

法人事業部　東京第１営業部長 辻 隆史

宣伝部　大宮店販売促進室長 青木 和宏

通信販売事業部　営業推進部長 佐藤 昌人

通信販売事業部　第１営業部長 福間 功

立川店　販売第１部長 冨永 正夫

出　　向

旧　　職　　務

株式会社岐阜髙島屋

　〔販売第１部長〕

遠州鉄道株式会社

　〔遠鉄百貨店取締役営業第４部長〕

株式会社ジェイアール東海髙島屋

〔営業第１部副部長兼営業統括グループマネジャー〕

株式会社伊予鉄髙島屋

　〔営業第６部副部長〕

株式会社伊予鉄髙島屋

　〔営業企画室副室長兼経営企画室副室長〕

株式会社エー・ティ・エー

　〔クリエイティブ本部第２制作部長〕

株式会社エー・ティ・エー

　〔営業本部大阪営業部長〕

一

英明

隆二

玉川店　販売第４部副部長兼教育担当職

営業企画部　営業企画担当職

京都店　販売第７部長

黒川

浩司

育夫廣田

東條

森下

金井

彰

治行

本井

藤山

巧

大原 啓士

楠 和夫

静生

法人事業部　東京第３営業部長 直井 猛

通信販売事業部　営業推進部長

              東京第３営業部

                 セールスプロモーションディレクター

氏　　名

　〔取締役副店長兼営業推進部長〕

遠州鉄道株式会社へ出向

　〔遠鉄百貨店営業第４部長〕

遠州鉄道株式会社へ出向

新　　職　　務

株式会社岐阜髙島屋

遠州鉄道株式会社

　〔遠鉄百貨店取締役本部長付〕

　〔営業企画部副部長兼経営企画部副部長〕

　〔遠鉄百貨店営業第２部長〕

株式会社ジェイアール東海髙島屋

林

オンライン事業部　オンライン事業担当職

株式会社伊予鉄髙島屋

　〔営業第１部長〕

株式会社ジェイアール東海髙島屋へ出向

　〔営業第６部長〕

株式会社伊予鉄髙島屋

　〔営業第５部長〕

　〔東京事業本部関東制作部長〕

株式会社エー・ティ・エー

　　　　　販売第２部長 

　　　　　販売第６部販売担当職      

　　　　　　　　　　販売担当職      

　　　　　　　　　　販売担当職      

　　　　　販売第７部長

　　　　　総務部顧客グループ顧客サービス担当職

　　　　　　　　　　　　　　顧客サービス担当職

新宿店　　販売第１部長

泉北店　　販売部長

　　　　　販売第３部長  

玉川店　　販売第１部長

　　　　　販売第２部長 

　　　　　販売第４部長       

　　　　　外商部長 

　　　　　総務部総務担当職

大八木 誠

　　　　　外商部長 

立川店　　販売部長

柏　店　　販売第１部長

　　　　　　　東京第１営業部長

            　東京第３営業部長

法人事業部　　営業推進部営業企画担当職

　〔東京事業本部東京営業部長〕

立川店販売第２部長 仲

株式会社エー・ティ・エー

　　　　　　　　営業部長

株式会社タップへ出向

　〔取締役アパレル事業部長〕

購買本部　購買担当職　
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株式会社エー・ティ・エー

〔営業本部東京営業部長兼華報編集グループマネジャー〕

東神開発出向

　〔経営管理本部内部統制担当〕

株式会社髙島屋物流

　〔業務本部副本部長（関東）〕

株式会社ｾﾝﾁｭﾘｰ ｱﾝﾄﾞ ｶﾝﾊﾟﾆｰ

　〔取締役事業本部副本部長兼関西事業部長〕

東神開発出向

　〔経営管理本部副本部長〕

髙島屋スペースクリエイツ株式会社

〔開発プロデュース部開発営業グループ開発営業担当部長〕

ﾀｶｼﾏﾔ ﾌｨﾌｽ ｱﾍﾞﾆｭｰ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ出向

　〔取締役社長兼企画本部開発・関連事業担当職〕

転　　籍

グッドリブ出向

　〔取締役国際業務部長〕

エー・ティ・エー出向

　〔取締役マーケティング戦略室長〕

エー・ティ・エー出向

　〔取締役総務部長〕

髙島屋物流出向

　〔取締役総務部長兼経営企画担当〕

ファッションプラザ･サンローゼ出向

　〔取締役企画開発グループ長〕

以　　上

大阪店販売第８部副部長

　〔東日本営業部長〕

亀田 康郎
〔東京事業本部東京営業部第２営業グループ担当部長〕

株式会社髙島屋物流

　〔取締役物流企画室長〕

髙島屋ビルメンテナンス株式会社へ出向

　〔業務改革推進担当部長〕

株式会社ｾﾝﾁｭﾘｰ ｱﾝﾄﾞ ｶﾝﾊﾟﾆｰ

髙島屋スペースクリエイツ株式会社へ出向

　〔営業本部営業担当部長〕

　〔取締役事業本部副本部長兼関西事業部長〕

株式会社ｾﾝﾁｭﾘｰ ｱﾝﾄﾞ ｶﾝﾊﾟﾆｰへ出向

髙島屋スペースクリエイツ株式会社

好則

忠正

正規

恭一

勝行

義昭

賢二

企画本部経営企画担当職 後藤

吉川

細川

雅彦

伊藤

渡邉

　〔常務取締役事業本部長〕

株式会社ｾﾝﾁｭﾘｰ ｱﾝﾄﾞ ｶﾝﾊﾟﾆｰへ出向

　〔営業統括部長〕

東神開発株式会社へ出向

　〔経理部経理担当部長〕

小林

株式会社エー・ティ・エー

髙島屋クレジット株式会社へ出向

一

義明

要一郎

大根田 眞治

早﨑

齋藤

康喜

平谷

髙岡

茂樹

廣瀬 正夫

神崎 清史株式会社髙島屋物流へ転籍

株式会社ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ･ｻﾝﾛｰｾﾞへ転籍

株式会社エー・ティ・エーへ転籍

山本

株式会社エー・ティ・エーへ転籍

森田

株式会社湊町開発センターへ出向

　〔営業部長〕

前川

総務本部　総務部総務担当職

大阪店　販売第２部長

株式会社グッドリブへ転籍

大阪店　外商部営業グループマネジャー
　〔営業本部長兼営業部長〕

　〔経営管理本部副本部長〕

株式会社新南海ストアへ出向
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