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下記のとおり、２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。

＜総務本部＞

旧　　職　　務

遠州鉄道株式会社出向

　〔遠鉄百貨店取締役営業第４部長〕

ＭＤ本部　ＭＤ政策担当職

企画本部　関連事業担当職

産業雇用安定センター出向

　〔出向等支援協力員〕

＜購買本部＞

旧　　職　　務

株式会社グッドリブ出向

〔取締役営業部長〕

＜営業本部＞

旧　　職　　務

大宮店　販売第１部長、教育担当職

営業統括部　営業法務担当職

ＭＤ本部　婦人服ディビジョン副ディビジョン長

　　　　　ギフト政策グループ長

株式会社アール・ティー・コーポレーション出向

　〔取締役総務部長〕

ＭＤ本部　婦人服ディビジョン副ディビジョン長

　　　　　食料品・食堂ディビジョン

　　　　　　　　セントラルバイヤー

日本橋店　販売第４部シニアマネジャー

ＭＤ本部　食料品・食堂ディビジョン

　　　　　　　　　副ディビジョン長

株式会社エー・ティ・エー出向

　〔常務取締役東京営業部長〕

京都店　店営業企画担当職

宣伝部　プランニング室販売販促担当職
寺澤 明

　　　　　　　　　　　　　セントラルバイヤー

　　　　　リビング＆フードディビジョン
東條

吉川 雅章

　　　　京都店販売促進室長
宮田 敏之

宣伝部　プランニング室販売促進担当職

購買担当職
増田 博昭

　　　　日本橋店販売促進室長

政幸

力

　　　　　　　　　　　　　店駐在バイヤー

　　　　　品質管理担当職

浩美

阪口

穣

田中

一生

松井 健

野沢

氏　　名

大木

彰

奥田 尋見

　　　　　ギフト政策担当職

佐志

克己

人事異動のお知らせ

　　　　　レディースファッションディビジョン

業務企画担当職
岡本 二郎

近藤

　　　　　　営業企画担当職
澤村 公博

2014年1月27日

佐藤 一司

賃料管理担当職

新　　職　　務

　　　　　ギフト政策担当職

氏　　名

株式会社　髙島屋

新　　職　　務

人事担当職

人事部付

　　　　　呉服ディビジョン副ディビジョン長

新　　職　　務 氏　　名

営業企画部　営業企画担当職
藤田 郁夫

ＭＤ本部　ＭＤ政策担当職



大阪店　副店長（外商担当）

　　　　外商部統括担当職

株式会社センチュリーアンドカンパニー出向

　〔取締役事業本部副本部長、関西事業部長〕

大阪店　総務部副部長

泉北店　副店長、総務部長

株式会社ジェイアール東海髙島屋出向

　〔外商部長〕

ＭＤ本部　ＭＤ政策グループ長

株式会社ジェイアール東海髙島屋出向

　〔営業第２部長〕

京都店　店営業企画担当職

株式会社伊予鉄髙島屋出向

　〔営業第５部長〕

京都店　販売第６部長

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

横浜店　販売第３部販売担当職

　　　　販売第６部長

　　　　外商部長

ＭＤ本部　特選衣料雑貨・宝飾品ディビジョン

　　　　　　　　　　　セントラルバイヤー

港南台店　副店長（横浜店港南台販売部）、

　　　　　　　　　　　　　　教育担当職

横浜店　販売第１部長

　　　　外商部副部長

株式会社高崎髙島屋出向

　〔販売第１部長〕

日本橋店　販売第３部長

株式会社ジェイアール東海髙島屋出向

　〔営業第５部長〕

横浜店　店営業企画担当職

ＭＤ本部　子供・情報＆ホビーディビジョン

　　　　　　　　　　　　副ディビジョン長

横浜店　販売第４部長

株式会社タップ出向

　〔取締役事業部長〕

柏店　販売第３部長

　　　　外商部長

　　　　販売第７部長
細川 勝行

大阪店　店営業企画担当職
寺田 憲之

　　　　販売第６部販売担当職
早﨑 康喜

　　　　外商部統括担当職
中ノ 正道

伊藤 誠人

　　　　総務部店庶務担当職
景山 幸司

港南台店　副店長（横浜店港南台販売部）、教育担当職
柳沢 貴博

　　　　販売第１部長
鷲尾

横浜店　外商部長
辻 幸夫

誠

　　　　販売第４部外販担当職
井上 龍生

　　　　販売第４部長

京都店　店営業企画担当職
河面 亘孝

　　　　店営業企画担当職
岡田 和幸

　　　　店営業推進担当職
瀧野 浩

日本橋店　販売第３部長
竹下 真

　　　　販売第５部長
桝田

暢之

　　　　販売第１部長
田中 浩一

横浜店　店営業企画担当職

盛

岡本 匡章

大八木

　　　　販売第５部長
西村 友宏

新宿店　店営業企画担当職
荒岡 真人

紳一郎
　　　　販売第３部長

渡辺

　　　　販売第５部長
村田 尚樹

玉川店　店営業企画担当職、広報・ＩＲ室担当職
新藤 愛弓

　　　　販売第３部長
麻生 真古

　　　　総務部長
手塚 義則

大宮店　販売第１部長、教育担当職
長谷川 功

柏店　販売第２部長
山本 啓志



玉川店　販売第４部副部長、教育担当職

企画本部付（業務改革専任担当）

法人事業部　西日本営業部副部長、

　　　　　　法人営業支援グループマネジャー

　　　　　　西日本営業部長

人事部　人事担当職

クロスメディア事業部　副事業部長、

　　　　　　　　　　　　営業第１グループ長

　　　　　　　　　　　副事業部長、

ストラテジックプランニング
＆マーケティンググループ長

　　　　　　　　　　　カタログチャネル

　　　　　　　　　　　　　　　　グループ長

　　　　　　　　　　　営業第１グループ

クロスメディアバイヤー職

株式会社高崎髙島屋

　〔外商部長〕

株式会社高崎髙島屋

　〔販売第２部長〕

＜出向＞

旧　　職　　務

新宿店　販売第５部長

ＭＤ本部　婦人雑貨ディビジョン

　　　　　　セントラルバイヤー

株式会社髙島屋サービス出向

　〔取締役ビルメンテナンス事業部長〕

株式会社髙島屋サービス出向

　〔総務部総務担当職〕

宣伝部　京都店販売促進室長

関連事業グループ　関連事業担当職

宣伝部　副部長、プランニング室長

営業統括部　営業統括部長

京都店　販売第５部長

人事部　年金・保険担当職

（職務変更および資格任用）

旧　　職　　務

株式会社ジェイアール東海髙島屋

　〔営業第２部副部長、統括グループマネジャー〕

株式会社ジェイアール東海髙島屋

　〔外商部副部長、統括グループマネジャー〕

株式会社岡山髙島屋

　〔販売第３部長〕

柿沼 英樹
　〔総務部副部長〕

髙島屋スペースクリエイツ株式会社へ出向

株式会社高崎髙島屋
中山 守

　〔販売第２部長〕

株式会社ジェイアール東海髙島屋へ出向
小松 公洋

　〔営業第５部長〕

　　　販売第３部長
古市 照一

学

　　　総務部店総務担当職
細谷 清

法人事業部　西日本営業部長
竹田 幾生

株式会社センチュリーアンドカンパニーへ出向
木村 幹雄

　〔取締役事業本部副本部長、関西事業部長〕

　　　　　　西日本営業部品質・仕入管理担当職
森田 充

　　　　　　総務部長
沼田

静生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バイヤー職

クロスメディア事業部　副事業部長
村上 かおる

　　　　　　　　　　　副事業部長

髙橋 豊
　

株式会社伊予鉄髙島屋へ出向
山田 智子

　〔営業第５部長〕

　　　　　　　　　　　カタログ・テレビチャネル
横田 宗明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グループ長

　　　　　　　　　　　営業第２グループクロスメディア
黒川

新　　職　　務 氏　　名

株式会社高崎髙島屋
荻野 朋孝

　〔外商部長〕

株式会社タップへ出向
依田 潤

　〔取締役事業部長〕

株式会社アール・ティー・コーポレーションへ出向
福島 康浩

　〔取締役総務部長〕

東神開発株式会社へ出向
宮岡 伸彰

　〔柏事業部副部長〕

株式会社ファッションプラザ・サンローゼへ出向
近藤 淳

　〔取締役総務部長〕

新　　職　　務 氏　　名

髙島屋健康保険組合へ出向
田中 誠

　〔理事、人事部年金・保険担当職〕

知佐子
　〔営業第２部長〕

明宏
　〔出向等支援協力員〕

株式会社ジェイアール東海髙島屋
大野 二郎

　〔外商部長〕

財団法人産業雇用安定センターへ出向
保津

株式会社ジェイアール東海髙島屋
辻本

株式会社岡山髙島屋
押川 裕雄

　〔販売第２部長〕



株式会社岡山髙島屋

　〔外商部長〕

株式会社高崎髙島屋

　〔販売第１部シニアマネジャー〕

タカシマヤ・ベトナムＬＴＤ．
　〔社長〕、

タカシマヤ・シンガポールＬＴＤ．
　〔シニアディビジョンマネジャー〕

株式会社グッドリブ

　〔企画担当職〕

株式会社エー・ティ・エー

　〔東京制作部長、クリエイティブ室副室長〕

東神開発株式会社

　〔柏事業部副部長、管理グループ長〕

株式会社ファッションプラザ・サンローゼ

　〔取締役総務部長〕

以上

株式会社ファッションプラザ・サンローゼ
成田 洋孝

　〔総務担当職〕

株式会社エー・ティ・エー
小林

東神開発株式会社
土屋 孝

　〔柏事業部管理担当〕

株式会社高崎髙島屋
石川 俊夫

　〔販売第１部長〕

株式会社岡山髙島屋
藤井 守

　〔販売第３部長、外商部長〕

準二
　〔取締役クリエイティブ室長、東京制作部長〕

タカシマヤ・ベトナムＬＴＤ．

山本 秀行

　〔社長〕

株式会社グッドリブ
三森 英輝

　〔取締役営業部長〕


