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人事異動のお知らせ

 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。

＜本社＞＜本社＞＜本社＞＜本社＞

旧　　職　　務

ＩＴ推進室　ＩＴ推進担当職    ＩＴ推進室長  佐治 幹夫

＜企画本部（改革推進本部）＞＜企画本部（改革推進本部）＞＜企画本部（改革推進本部）＞＜企画本部（改革推進本部）＞

旧　　職　　務

髙島屋テレコム株式会社出向

〔取締役総務部長兼企画担当〕

株式会社ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ･ｻﾝﾛｰｾﾞ出向

〔総務部長〕

＜総務本部＞＜総務本部＞＜総務本部＞＜総務本部＞

旧　　職　　務

株式会社ロジエ出向

〔代表取締役社長〕

　　　　総務担当職  業務監査室副室長  山中 健司

株式会社遠州鉄道出向

〔遠鉄百貨店総務部教育担当部長〕

　　　　人事担当職  新宿店総務部顧客グループ顧客サービス担当職  梨本 賢治

　　　　人事担当職  横浜店営業企画担当職   鎌田 靖雄

＜営業本部＞＜営業本部＞＜営業本部＞＜営業本部＞

旧　　職　　務

営業企画部　営業企画担当職 東京店副店長(外商担当）兼外商部長 寺田 憲之

　　　　　　営業企画担当職 東京店販売第３部長 三森 英輝

　　　　　　営業企画担当職 クロスメディア事業部営業推進部長 青木 和宏

　　　　　　営業企画担当職 横浜店販売第１部長 長 忠連

株式会社ｾﾝﾁｭﾘｰ ｱﾝﾄﾞ ｶﾝﾊﾟﾆｰ出向

〔営業統括部長〕

株式会社ジェイアール東海髙島屋出向

〔営業第２部長〕

営業企画部営業企画担当職 泉 惠美

新宿店販売第１部副部長 萩原 剛

ＭＤ本部リビングディビジョンバイヤー 信原 規志

新　　職　　務 氏　　名

　　　　　　営業企画担当職

平成22年1月25日

株式会社　髙島屋

新　　職　　務 氏　　名

新　　職　　務 氏　　名

柿沼 英樹関連事業担当職

開発担当職 鈴木 康之

新　　職　　務 氏　　名

総務部　総務担当職 森井 博光

人事部　人事担当職 大川 朝之

ＭＤ本部　婦人服ディビジョン副ディビジョン長 東 達哉

　　　　　婦人服ディビジョン副ディビジョン長 

　　　　　婦人雑貨ディビジョン副ディビジョン長   

　　　　　リビングディビジョン副ディビジョン長 

渡邉 義昭



ＭＤ本部子供・情報＆ホビーディビジョン長 竹間 みはる

ＭＤ本部関西ＭＤ担当職     岸 光洋

ＭＤ本部関西ＭＤ担当職     村上 かおる

株式会社ジェイアール東海髙島屋出向

〔販売促進部長〕

東京店販売第１部長 小倉 里枝子

大阪店副店長（店内営業担当） 増田 成

大阪店営業企画担当職 横山 和久

大阪店副店長（外商担当）兼外商部長 野田 博

大阪店統括グループ統括担当職 髙野 力一

大阪店販売教育担当職 高岡 敏昭

大阪店教育担当職 山本 まゆみ

大阪店総務部付 松山 光一

ＭＤ本部婦人雑貨ディビジョン副ディビジョン長 田中 浩美

大阪店販売第２部副部長 西辻 正美

大阪店販売第３部副部長 井上 龍生

京都店営業企画担当職 岸本 浩一

京都店営業企画担当職 瀧野 浩

京都店販売第３部長 森 紳二郎

京都店販売第２部長 岡田 和幸

京都店外商部副部長 野玉 隆行

東京店統括グループ長 近藤 淳

東京店販売第２部長 田中 良司

東京店販売第２部副部長 鈴木 康之

大宮店販売部長 石井 敦

東京店外商部副部長 中沢 利昭

東京店販売第５部長 赤川 則明

東京店外商部副部長 齊藤 毅

横浜店総務部副部長 髙橋 豊

横浜店販売第２部長 新藤 愛弓

港南台販売部長 柳沢 貴博

横浜店販売第２部副部長 桜庭 周清

横浜店販売第３部副部長 今井 浩夫

玉川店販売第１部長 大八木 誠

横浜店販売第６部長 三留 宗一

横浜店販売第３部長 近藤 弘二

宣伝部横浜店販売促進室長 本城 春雄

横浜店美術部長 滝川 泰徳

横浜店港南台販売部副部長 遠藤 孝好

東京店外商部副部長 岡本 匡章

横浜店営業企画担当職 松﨑 不二雄

新宿店販売第２部副部長 荒岡 真人

新宿店統括グループ長 河田 寛

横浜店販売第５部長 袖岡 洋一

東京店販売第６部販売担当職 齋藤 信

　　　　営業推進グループ営業推進担当職

　　　　美術部美術担当職

　　　  販売第５部長

　　　　外商部長 

　　　　販売第２部長  　

東京店　営業推進グループ長  

　　　　販売第１部長  

　　　　販売第５部長   

　　　　外商部長 

横浜店　営業推進グループ長  

　　　　販売第１部長 

　　　　　ストアマーチャンダイザー（京都店担当）  　

　　　　横浜店販売促進室販売促進担当職  

　　　　販売第２部長

　　　　販売第３部長

　　　　営業推進グループ営業推進担当職

　　　　営業推進グループ営業推進担当職

　　　　営業推進グループ教育担当職

　　　　営業推進グループ教育担当職

　　　　総務部総務担当職

吉川 雅章

　　　　　ストアマーチャンダイザー（大阪店担当）  　

　　　　　ストアマーチャンダイザー（新宿店担当）  　

大阪店　本部付

宣伝部　横浜店販売促進室長

　　　　総務部総務担当職  

　　　　販売第５部販売担当職   

　　　　販売第４部長

　　　　販売第５部長

　　　　販売第６部長

　　　　美術部長  

　　　　港南台販売部長  

　　　　外商部長   

新宿店  販売第２部長  

　　　  販売第３部長

　　　　営業推進グループ長  

京都店　営業推進グループ長  

　　　　販売第２部長

　　　　販売第３部長

　　　　営業推進グループ営業推進担当職  

　　　　販売第５部販売担当職  　

　　　　販売第１部長  　

　　　　販売第２部長  　

　　　　外商部長 　 　

　　　　販売第３部長



横浜店販売第７部副部長 小松 公洋

新宿店販売第６部長 下副田 隆治

新宿店外商部長  本田 正

泉北店販売部副部長 山田 智子

大阪店営業企画担当職 常国 富男

ＭＤ本部婦人雑貨ディビジョンバイヤー 金子 順一

立川店販売部副部長 難波 斉

新宿店販売第３部長 岡本 二郎

東京店販売第７部副部長 太田 智也

営業企画部営業企画担当職 大西 弘昭

柏店営業企画担当職兼広報・ＩＲ室広報・ＩＲ担当職 長谷川 晴久

法人事業部副事業部長 梅原 貴昭

法人事業部東京第３営業部長  隆史

法人事業部プロモーションＭＤ部長 堀田 和夫

企画本部構造改革推進担当職 小野田 明宏

法人事業部西日本営業部副部長兼営業支援グループマ
ネジャー

森田 充

法人事業部総務部東京総務グループマネジャー 萩原 勝

法人事業部総務部長   杉浦 英樹

＜出　　向＞＜出　　向＞＜出　　向＞＜出　　向＞

旧　　職　　務

株式会社高崎髙島屋出向

〔販売第１部長〕

株式会社グッドリブ出向

〔営業部拡販営業グループマネジャー〕

斜森 健次
〔総務部総務担当〕

法人事業部　マーケティングディレクター 

　　　　　　総務部総務担当職  

　　　　　　プロモーションＭＤ部調達担当職 

浩三

酒井 秀一
〔業務第１部統括担当〕

髙島屋ビジネスサービス株式会社
企画本部関連事業担当職 依田 潤

〔総務部総務担当〕

髙島屋ビジネスサービス株式会社
泉北店販売部長

　　　　外商部統括担当職  

　　　販売第３部販売担当職  

大宮店　販売第１部長兼教育担当職

新　　職　　務

株式会社ｱｰﾙ･ﾃｨｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
新宿店販売第５部長 佐志

株式会社タップ
長谷川

髙島屋ビジネスサービス株式会社
企画本部財務担当職

志賀 淳一

氏　　名

三橋

　　　  販売第６部長

泉北店　販売第１部長  

　　　　販売第２部長

玉川店　販売第１部長

　　　　販売第６部販売担当職

立川店　販売部長

　　　　販売第２部長兼教育担当職

柏店  販売第３部長

　　　　　　プロモーションＭＤ部長 

髙島屋ビジネスサービス株式会社
監査役付

〔業務第３部長〕

　　　　　　東京第３営業部長

　　　　　　西日本営業部長 

　　　　　　総務部長 

穣
〔取締役事業部長〕

株式会社ジェイアール東海髙島屋
大阪店販売第４部副部長 横井 彦

〔営業第２部長〕

株式会社ジェイアール東海髙島屋
京都店販売第６部副部長 中村 喜与和

〔営業第４部長〕

株式会社ジェイアール東海髙島屋
ＭＤ本部リビングディビジョン副ディビジョン長 神津 茂樹

〔販売促進部長〕

功
〔取締役アパレル事業部長〕

株式会社ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ・ｻﾝﾛｰｾﾞ
企画本部財務担当職 成田 洋孝

〔総務部長〕

総務本部総務部総務担当職
〔取締役総務部長兼企画担当〕

株式会社グッドリブ

株式会社エー・ティ・エー
山口 哲夫

〔総務部長兼総務室長〕

【休職出向】髙島屋健康保険組合
大阪店総務部人事グループ人事担当職 髙岡 秀幸

〔兼人事部年金・保険担当職〕



株式会社ジェイアール東海髙島屋

〔外商部副部長兼統括グループマネジャー〕

東神開発株式会社

〔玉川事業本部営業グループ長〕

株式会社伊予鉄髙島屋

〔営業第４部キャリアグループマネジャー〕

＜転　　籍＞＜転　　籍＞＜転　　籍＞＜転　　籍＞

旧　　職　　務

株式会社タップ出向

〔取締役総務部長〕

新　　職　　務 氏　　名

株式会社タップ
畑 利行

〔取締役総務部長〕

株式会社伊予鉄髙島屋
鷲尾 暢之

〔営業第５部長〕

中澤 広
〔関西事業部副部長〕

東神開発株式会社
〔関西事業部統括グループ長兼開発本部第２開発グ
ループ開発担当職〕

東神開発株式会社

　（職務変更及び資格任用）

東神開発株式会社
長塚 裕司

〔玉川事業本部副本部長〕

株式会社ジェイアール東海髙島屋
景山 幸司

〔外商部長〕

以　　上


