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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

ＩＴ推進室長  
エー・ティ・エー出向
〔総務部企画担当部長〕

佐治 幹夫

　　　　　副室長 ＩＴ推進室ＩＴ推進担当職 山中 一利

ＩＴ推進担当職 人事部付 中島 博文

業務監査室業務監査担当職 購買本部購買担当職 中島 哲雄

　　　　　業務監査担当職
大阪店美術部長
兼ＭＤ本部美術部美術担当職

桧谷 善紀

　　　　　業務監査担当職 監査役付 中井 正弘

監査役付                                  購買本部購買担当職 三橋 浩三

＜企画本部＞

旧　　職　　務

企画本部財務担当職 ＩＴ推進室長 金子 和裕

　　　　開発・関連事業担当職                賃料管理室副室長 山岡 博

　　　　東京店再開発計画室計画担当職 企画本部開発・関連事業担当職 今村 浩冶

＜総務本部＞

旧　　職　　務

総務部法務対策室長 総務部法務対策室法務対策担当職 奥山 千松

　　　総務担当職                          
岡山髙島屋出向
〔取締役社長（代表取締役）兼店長〕

小蕎 敏宏

　　　総務担当職                          業務監査室業務監査担当職 増井 義樹

　　　総務担当職                          髙島屋ビルメンテナンス転籍 大根田 眞冶

賃料管理室副室長                             賃料管理室賃料管理担当職 松﨑 不二雄

　　　　賃料管理担当職 法人事業部東京第１営業部長 小野田 明宏

＜営業本部＞

旧　　職　　務

営業本部付
（販売体制最強化委員会専任担当・チーフ）

峯山 敦

　　　　　　ＣＲＭ室長 営業企画部営業企画担当職 松本 耕兒

　　　　　　営業統括グループ長 東京店販売第７部長 小森 智明

　　　　　　営業企画担当職 宣伝部プランニング室催企画担当職 町田 順治

　　　　　　営業企画担当職
エー・ティ・エー出向
〔営業局関東営業部長兼関東営業室長〕

公文 三智雄

　　　　　　営業企画担当職 玉川店販売第３部長 井上 哲三

　　　　　　営業企画担当職
遠州鉄道出向
〔取締役宣伝部長〕

武長 正

新　　職　　務 氏　　名

新　　職　　務 氏　　名

新　　職　　務 氏　　名

営業企画部　販売体制改革推進室長

新　　職　　務 氏　　名
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　　　　　　営業企画担当職 玉川店販売第２部長 竹中 紳悟

ＭＤ本部 婦人服ディビジョン長 京都店副店長（販売・サービス担当） 横田 隆司

　　　副ディビジョン長 ＭＤ本部商品第１部ディビジョン長 村上 かおる

　　　アシスタントバイヤー
伊予鉄髙島屋出向
〔営業第４部長〕

山脇 幸作

婦人雑貨ディビジョン長 ＭＤ本部商品第１部ディビジョン長 加賀 信子

　　　　　　　　副ディビジョン長 大阪店販売第１部副部長 田中 浩美

　　　　　　　　　　 商品計画担当職 ＭＤ本部商品第１部マーチャンダイザー 渡邊 隆夫

　　　　　　　　　　 バイヤー 　　　　　　　　　マーチャンダイザー 橋本 弘

特選衣料雑貨・宝飾品ディビジョン長 　　　　　　　　　マーチャンダイザー 木村 眞二

　　　　　　　　　　　　　　　副ディビジョン長 　　　　　　　　　マーチャンダイザー 川口 誠

　　　　　　　　　　 バイヤー 東京店販売第１部長 下島 真二

紳士服・紳士雑貨・スポーツディビジョン長 ＭＤ本部商品第２部ディビジョン長 秋山 弘昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　副ディビジョン長ＭＤ本部商品第１部マーチャンダイザー 岡田 和幸

　　　　　　　　　　　　　 商品計画担当職 新宿店販売第４部長 芦沢 完

　　　　　　　　　　　アシスタントバイヤー ＭＤ本部商品第２部バイヤー 清水 元明

子供・情報＆ホビーディビジョン長 　　　　　　　　　ディビジョン長 竹間 みはる

　　　　　　　　　　　　　 商品計画担当職
ジェイアール東海髙島屋出向
〔営業第１部長〕

茂木 良徳

呉服ディビジョン長 ＭＤ本部商品第２部ディビジョン長 池田 喜政

リビングディビジョン長 ＭＤ本部商品第３部ディビジョン長 野沢 克巳

　　　　　　　　　副ディビジョン長 横浜店販売第６部副部長 鎌田 修

食料品・食堂ディビジョン長 ＭＤ本部商品第３部ディビジョン長 平尾 正美

　　　　　　　　　　　副ディビジョン長 ＭＤ本部商品第３部マーチャンダイザー 清水 朗寛

ライフデザインオフィス経営職（ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ担当） 飯野 弘

　　　　　　 バイヤー ＭＤ本部商品第３部マーチャンダイザー 阪口 政幸

　　　　　　アシスタントバイヤー 　　　　　　　　　バイヤー 早﨑 昭夫

　　　　　　アシスタントバイヤー 　　　　　　　　　バイヤー 老田 誠克

ギフト・サービスプランニング室長 ギフト推進室長 片岡 不二恵

　　　　ギフト・サービスプランニング担当職 購買本部購買担当職 田中 清隆

宣 伝 部 大阪店販売促進室長 大阪店新本館計画室計画担当職 山下 文彦

京都店販売促進室長 宣伝部京都店販売促進室長 木村 幹雄

新宿店販売促進室長 宣伝部立川店販売促進室長 鎌野 敏

大阪店 副店長兼外商部長                          大阪店営業企画担当職 野田 博

営業企画担当職 　　　堺販売部長 神田 正紀

販売第１部長 大阪店営業企画担当職 坂東 秀明

販売第２部教育担当職 大阪店総務部総務担当職 山本 まゆみ

サービス営業部長 大阪店堺販売部副部長 野田 拓

　　　　　　　販売担当職 タップ転籍 前田 護

美術部長兼ＭＤ本部美術部美術担当職 人事部能力開発・採用担当職 榊 勝美

堺販売部長 大阪店販売第１部長 松本 純和

　　　副部長
伊予鉄髙島屋出向
〔経営企画室副室長〕

山添 雄一

京 都 店 副店長（営業企画・ＭＤ担当） 京都店販売第７部長 松室 伸生

副店長（販売・サービス担当）       京都店副店長（営業企画・ＭＤ担当） 岸 光洋

販売第１部販売担当職 　　　販売第３部長 糸井 洋三

販売第２部長 　　　販売第４部長 亀岡 恒方

販売第３部長 　　　販売第３部副部長 森 紳二郎

販売第４部長 大阪店販売第４部副部長 藤原 弘道

販売第６部長 京都店販売第２部長 岡部 恒明

　　　　　　　　　　　経営職（商品計画担当）
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販売第７部長 京都店販売第６部長 廣田 育夫

洛西販売部長
大葉髙島屋百貨股份有限公司出向
〔副総経理〕

三好 進

総務部総務担当職 京都店洛西販売部長 織田 厚

東 京 店 副店長兼外商部長 大阪店副店長兼外商部長 寺田 憲之

販売第１部長 東京店販売第５部副部長 小倉 里枝子

販売第７部長 ＭＤ本部商品第３部マーチャンダイザー 長澤 宏子

販売第８部長 東京店販売第８部副部長 及川 智子

横 浜 店 副店長兼外商部長 柏店副店長兼総務部長 保坂 光教

港南台販売部長 業務監査室業務監査担当職 柳沢 貴博

総務部顧客サービス担当職 横浜店副店長兼外商部長 早川 伊佐男

　　　顧客サービス担当職 　　　港南台販売部長 池田 博光

新 宿 店 副店長（営業企画・ＭＤ担当） 新宿店販売第６部長 小室 克彦

副店長（総務担当）兼総務部長 　　　副店長（営業企画・ＭＤ担当） 山田 周二

営業企画担当職 営業企画部営業企画担当職 千葉 重光

販売第４部長 横浜店販売第２部販売担当職 林田 明雄

販売第６部長 新宿店販売第６部副部長 下副田 隆治

玉 川 店 副店長 玉川店販売第４部長 綿井 充雄

販売第２部長 柏店販売第２部長 渡辺 三生

販売第３部長 宣伝部新宿店販売促進室長 神津 茂樹

販売第４部長 横浜店総務部副部長兼催運営グループマネジャー 土田 喜朗

外商部長 玉川店外商部長 本田 正

大 宮 店 店長 大宮店副店長兼総務部長 谷口 一人

副店長兼総務部長 オンライン事業部長 森井 博光

柏    店 副店長兼総務部長                          東京店販売第８部長 鈴木 敦雄

販売第２部長 ＭＤ本部商品第１部マーチャンダイザー 毛内 光男

法人事業部東京第１営業部長 法人事業部ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝＭＤ部直貿ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 辻 隆史

　　　　　西日本営業部法人営業担当職 　　　　　西日本営業部ｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 佐々木 謙一

通信販売事業副事業部長 通信販売部企画担当職 川合 良雄

オンライン事業部長           宣伝部大阪店販売促進室長 井原 浩

＜購買本部＞

旧　　職　　務

購買本部副本部長 新宿店副店長（総務担当）兼総務部長 中島 和夫

出　　向

旧　　職　　務

ＭＤ本部商品第３部長 有村 日出夫

株式会社岐阜髙島屋
〔取締役副店長兼営業部長〕

常国 富男

総務部法務対策室長 川崎 正敬

宣伝部玉川店販売促進室長 神戸 昌孝

ＭＤ本部商品第１部マーチャンダイザー 豊田 暁

営業企画部営業企画担当職 森下 冶行

パンジョ出向
〔ＳＣ事業部次長〕

田中 喜一郎

新　　職　　務 氏　　名

新　　職　　務

株式会社岡山髙島屋へ出向
〔取締役社長（代表取締役）兼店長〕

遠州鉄道株式会社へ出向
〔遠鉄百貨店営業本部長〕

遠州鉄道株式会社へ出向
〔遠鉄百貨店宣伝部長〕

氏　　名

株式会社岐阜髙島屋
〔取締役副店長兼営業統括部長〕

株式会社ジェイアール東海髙島屋へ出向
〔営業第１部長〕

株式会社伊予鉄髙島屋へ出向
〔営業企画室副室長兼経営企画室副室長〕

株式会社伊予鉄髙島屋へ出向
〔営業第４部長〕
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大阪店外商部企画担当職 堀口 建治

業務監査室業務監査担当職 畑 利行

玉川店副店長 福波 重隆

株式会社エー・ティ・エー
〔営業局関東営業部グループ営業室長兼華報編集室長〕

亀田 康郎

株式会社エー・ティ・エー
〔クリエイティブ局第１制作部長〕

東島 好直

株式会社髙島屋物流
〔業務本部関東業務部長兼ＹＲＣセンター長〕

小林 忠正

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東事業部長兼企画室長〕

林 浩昭

大阪店総務部副部長 伊藤 恭一

人事部付 荻原 孝冶

法人事業部総務部総務担当職 髙岡 正規

東神開発株式会社
〔経営管理本部副本部長〕

荻田 剛久

東神開発株式会社
〔開発本部副本部長兼第１開発グループ長〕

倉本 真祐

企画本部付 山本 茂樹

株式会社ファッションプラザ２１出向
〔総務部副部長〕

鈴木 康之

大阪店サービス営業部長 小山 方朋

転　  籍

旧　　職　　務

株式会社タップへ出向
〔常務取締役アパレル事業部長〕

鴨井 康

株式会社エー・ティ・エー出向
〔取締役営業局長〕

浦木 英一

株式会社グッドリブ出向
〔取締役営業部長〕

八方 正実

髙島屋ビジネスサービス株式会社出向
〔取締役業務第１部長〕

梅田 周一

以　　上

株式会社スペースクリエイツへ出向
〔開発プロデュース部開発営業担当〕

株式会社エー・ティ・エーへ転籍

株式会社グッドリブへ転籍

東神開発株式会社
〔経営管理本部副本部長〕

東神開発株式会社
〔開発本部長〕

株式会社ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ・ｻﾝﾛｰｾﾞへ出向
〔取締役企画開発グループ長〕

大葉髙島屋百貨股份有限公司へ出向
〔副総経理〕

株式会社タップへ転籍

株式会社ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ・ｻﾝﾛｰｾﾞへ出向
〔総務部長〕

株式会社ｾﾝﾁｭﾘｰ ｱﾝﾄﾞ ｶﾝﾊﾟﾆｰへ出向
〔取締役事業本部長副本部長兼関西事業部長〕

株式会社ｴｰ・ﾃｨ・ｴｰへ出向
〔営業本部開発担当部長〕

株式会社ｴｰ・ﾃｨ・ｴｰ
〔東京営業部長兼関東営業室長〕

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東事業部長兼企画室長〕

株式会社髙島屋物流
〔業務本部関東副本部長〕

株式会社ｴｰ・ﾃｨ・ｴｰ
〔クリエイティブ本部第１制作部担当部長〕

髙島屋ビジネスサービス株式会社へ転籍

株式会社ｾﾝﾁｭﾘｰ ｱﾝﾄﾞ ｶﾝﾊﾟﾆｰへ出向
〔営業統括部営業統括担当部長〕

株式会社タップへ出向
〔取締役お直し事業部長〕

株式会社タップへ出向
〔取締役総務部長〕

新　　職　　務 氏　　名
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