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＜企画本部＞

旧　　職　　務

アジア事業統括室　アジア事業担当職 佐竹 鉄也

上海高島屋有限公司出向〔総監〕 松原 緑

大阪店　外商部統括担当職 中ノ 正道

＜総務本部＞

旧　　職　　務

人事部　グループ人事担当職 菊地 紀満

賃料管理室　賃料管理担当職 近藤 一生

ＭＤ本部　食料品ＰＢ運営部 
　　　　　食料品ＰＢ営業グループマネジャー

業務部 業務改善グループマネジャー 大久保 高明

大宮店 外商部長 鈴木 実

業務部 業務改善担当職 柿沼 英樹

＜営業本部＞

旧　　職　　務

横浜店　店営業企画担当職 荒岡 真人

立川店　店営業企画担当職 丸山 和夫

ＭＤ本部　サービス・ギフトディビジョンギフト推進担当職 三谷 望

大阪店　販売第２部シニアマネジャー 菊地 章人

ＭＤ本部　ＭＤ政策担当職 田畑 智

京都店　販売第４部長 梅原 誠司

横浜店　販売第４部長 萬喜 秀憲

ＭＤ本部　呉服ディビジョン副ディビジョン長 大木 力

アジア事業統括室　アジア事業担当職 木村 勉

宣伝部　玉川店販売促進室長 森 雅聡

        横浜店販売促進室店販売促進担当職 新山 直彦

大阪店　販売第５部長 伊藤 桂

　　　　販売第２部シニアマネジャー 家里 賢

　　　　販売第５部シニアマネジャー 森田 誠

        販売第８部長 中戸 秀和

デジタルイノベーション推進室　
　　　　　　　デジタルイノベーション推進担当職

赤松 實日本橋再開発室　日本橋再開発担当職

　　　　玉川店販売促進室長

ＭＤ本部　ＭＤ政策グループＭＤ政策担当職

　　　　　呉服部横浜店呉服部長

        販売第６部長

　　　　販売第５部長 

2018年 2月 19日

人事異動のお知らせ

新　　職　　務 氏　　名

　　　　　　　デジタルイノベーション推進担当職

新　　職　　務

　　　　　サービス・ギフトディビジョン副ディビジョン長

　人事異動　　〔３月１日付〕

株式会社髙島屋

　下記のとおり、3月1日付で人事異動を行いますので、お知らせいたします。

　　　　　呉服部京都店呉服部長

アジア事業統括室　アジア事業担当職

大阪店　販売第２部長

       銀行代理業務担当職 

村田

氏　　名

尚樹

総務部　法務対策担当職

氏　　名

　　　　　アウトレット運営部アウトレット運営担当職

　　　　　呉服部新宿店呉服部長

　　　　販売第２部副部長

賃料管理室　賃料管理担当職

　　　　店リスクマネジメント担当職

　　　　品質管理担当職

       業務企画担当職

　　　　　アウトレット運営部副部長

業務部 業務センター長

宣伝部　京都店販売促進室店販売促進担当職 　

　　　　横浜店販売促進室長

営業推進部　営業推進担当職 

新　　職　　務



旧　　職　　務

横浜店　販売第３部長 西村 友宏

京都店　販売第４部副部長 堤 裕喜

　　　　外商部統括グループマネジャー 関 忠史

　　　　販売第５部シニアマネジャー 増田 俊明

　　　　外商部副部長 嶽釜 彰夫

　　　　外商部外商営業グループマネジャー 北川 篤史

日本橋店　販売第４部副部長 津田 和人

　　　　　店営業企画担当職 永澤 律子

　　　　　販売第１部副部長 五十幡 一彦

　　　　　外商部副部長 仙道 茂和

　　　　　外商部外商営業グループマネジャー 徳原 賢

株式会社センチュリーアンドﾞカンパニー出向

　　〔代表取締役社長〕

横浜店　販売第１部セールスマネジャー 南木 由美

新宿店　販売第３部長 渡邉 紳一郎

横浜店　販売第４部副部長 早坂 江子

ＭＤ本部　特選衣料雑貨・宝飾品ディビジョン
　　　　　商品統括担当職

横浜店　販売第５部シニアマネジャー 老沼 秀記

　　　　販売第１部シニアマネジャー 杉山 慎一

新宿店　販売第１部シニアマネジャー 永井 晴子

　　　　店営業企画担当職 仁木 貴人

玉川店　販売第３部長 菊地 宏

　　　　店営業企画担当職、広報・ＩＲ担当職 市田 有美子

　　　　販売第１部シニアマネジャー 苧園 和裕

株式会社高崎髙島屋出向〔販売第２部長〕 三浦 洋一

新宿店　販売第６部長、外商部長 鈴木 康之

柏店　販売第１部長 小澤 明子

株式会社センチュリーアンドカンパニー出向
　　〔研修事業部能力開発グループマネジャー〕

横浜店　店営業企画担当職 今井 裕美

柏店　店営業企画担当職 真島 仁

法人事業部　西日本営業部長 池田 勇人

　　　　　　東京第１営業部法人営業グループマネジャー 田中 彰一

　　　　　　東京第２営業部法人営業グループマネジャー 茂垣 秀和

　　　　　　東京第１営業部副部長 坂根 安砂美

　　　　　　東京第２営業部副部長 中澤 年実

　　　　　　プロモーションＭＤ部長 南村 篤史

直樹

　　　　　販売第４部副部長

　　　　　販売第１部副部長

遠藤 孝好

　　　　販売第３部長

　　　　販売第１部副部長

　　　　　外商部副部長

　　　　　　東京第２営業部副部長

　　　　　　営業推進部マーケティングディレクター 辻

　　　　　外商部長

　　　　販売第４部副部長 田中

新宿店　販売第１部副部長

　　　　外商部副部長

        販売第５部副部長

　　　　販売第４部長 

　　　　販売第４部長

京都店　販売第３部長

　　　　外商部副部長

　　　　外商部長

　　　　販売第５部副部長

　　　　販売第４部副部長

氏　　名

　　　　販売第３部長 

新　　職　　務

日本橋店　販売第１部長

横浜店　店営業企画担当職 　

早水 友理子

　　　　販売第６部長、外商部長 

隆史

　　　　　　東京第１営業部副部長

玉川店　販売第３部長　

　　　　　　東京第１営業部
　　　　　　セールスプロモーションディレクター

　　　　外商部長

大宮店　販売部長 

　　　　外商部副部長

法人事業部　営業推進部法人営業企画担当職 

　　　外商部外商営業担当職  

　　　販売第３部副部長

柏店　店営業企画担当職 

　　　販売第１部長

　　　　　　西日本営業部長

　　　　　　プロモーションＭＤ部長

　　　　　　東京第３営業部副部長



＜出　向＞

旧　　職　　務

京都店　販売第３部長 青木 武嗣

大宮店　販売部長 太田 智也

横浜店　外商部副部長 平野 雅彦

クロスメディア事業部　総務部お客様相談担当職、
　　　　　　　ロジスティック・カスタマーサービス担当職

　　　　東日本インフォメーション営業部長〕

クロスメディア事業部　クロスメディア営業企画担当職 粂川 純子

（関連会社出向者の職務変更）

旧　　職　　務

株式会社センチュリーアンドカンパニー

　〔取締役関西支社長〕

　同　〔取締役関東支社長〕 塩川 禎

　同　〔関西支社インフォメーション営業部長〕 牛尾 晋一

株式会社アール・ティー・コーポレーション

　〔取締役経営戦略室長〕

髙島屋スペースクリエイツ株式会社〔デザイン部長〕  森下 治行

東神開発株式会社〔柏事業部管理グループ長〕 小池 貴

　同　　　　〔営業企画部ＭＤＧＭＤ担当、ＦＰＳＲ担当〕 北條 佑生

　同　　　　〔九州事業部博多グループ営業担当チーフ〕 柴田 恭男

　同　　　　〔営業企画部事業開発グループ事業開発担当〕 中澤 広

　同　　　　〔玉川事業部管理グループ管理業務推進担当〕 鈴木 雅彦

株式会社ファッションプラザ・サンローゼ
　〔取締役営業本部長、営業本部関西営業部長〕

株式会社セレクトスクエア〔経営管理部長〕 高井 圭太

遠州鉄道株式会社
　〔遠鉄百貨店営業第３部副部長、第２課長〕

水野 秀樹
　〔遠鉄百貨店食料品営業部副部長、シニアバイヤー〕

髙島屋友の会〔取締役総務部長〕 佐藤 昭博

松田 純典

東神開発株式会社〔日本橋事業部副部長、管理グループ長〕

髙島屋スペースクリエイツ株式会社〔営業企画室長〕

財務部　財務担当職 鈴木 知行

倉田 宏之

総務部　総務担当職 小野田 明宏

　同　　　　〔九州事業部博多グループ長〕

　同　　　　　　　　　　〔外商部長〕　　

　〔取締役営業本部副本部長〕

　〔常務取締役経営戦略本部長〕

株式会社アール・ティー・コーポレーション

株式会社セレクトスクエアへ出向　〔ストア運営部長〕

　〔営業本部営業企画部営業経理グループ長〕
東神開発株式会社へ出向

髙島屋クレジット株式会社へ出向〔業務部長〕

株式会社センチュリーアンドカンパニーへ出向

株式会社髙島屋ファシリティーズへ出向  
　〔取締役総務部長〕

新　　職　　務

　〔取締役営業本部副本部長、

株式会社高崎髙島屋へ出向〔販売第２部長〕

氏　　名

新　　職　　務 氏　　名

亮

　同　〔経営管理本部企画グループ企画担当（改革推進担当）〕    

　同　〔西日本インフォメーション営業部長〕

遠州鉄道株式会社 

小美野

以　　上

株式会社ジェイアール東海髙島屋へ出向

　同　　　　〔日本橋事業部副部長〕

　同　〔日本橋・新宿支店長〕 

株式会社センチュリーアンドカンパニー

株式会社ファッションプラザ・サンローゼ
　〔常務取締役営業本部長、営業本部関西営業部長〕

株式会社セレクトスクエア〔経営管理部長〕 

三吉 忠

　同　　　　〔関西事業部関西グループ管理業務推進担当〕


