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　下記のとおり、2月1日付で組織改正、取締役・執行役員の業務委嘱及び人事異動が行われますので、

お知らせいたします。

【１】組織改正　　〔２月１日付〕

髙島屋グループでは、営業力強化および業務効率化の観点から、２０１３年２月１日付で

組織改正を行います。

　（１） 総務本部

　○企画本部「賃料管理室」を総務本部へ移管。

　　総務部との連携強化による不動産管理の強化に向け、企画本部「賃料管理室」を

　　総務本部へ移管します。

　（２） 営業本部

　○新宿店「販売第６部」を新設。

　　外商部との連携強化に向け、販売第３部の一部（宝飾ＤＶ）と販売第４部の一部（呉服ＤＶ）

　　を現部門から分離し、「販売第６部」を新設します。

【２】取締役の業務委嘱　　〔２月１日付〕

旧　　職　　務

常務取締役

関西渉外担当 大阪店長

【３】執行役員の選任及び業務委嘱　　〔２月１日付〕

旧　　職　　務

執行役員

宣伝部長

執行役員

購買本部長

執行役員

大阪店長 ＭＤ本部副本部長兼ＭＤ政策室長

執行役員

横浜店長 総務部長兼賃料管理室長

ＭＤ本部副本部長兼ＭＤ政策室長

京都店長

日本橋店長

総務本部副本部長兼総務部長兼賃料管理室長

人事部長
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氏　　名

國澤 勝

山下 恭史

一彦

氏　　名

株式会社　髙島屋

新　　職　　務

秋山 弘昭

上席執行役員

小島

宣伝部長兼営業企画部担当

購買本部長兼
株式会社髙島屋サービス取締役社長（代表取締役）

取締役
堀江 正司

新　　職　　務

常務執行役員

執行役員

執行役員 ＭＤ本部紳士服・紳士雑貨・
スポーツディビジョン長

執行役員

執行役員

執行役員
粟野 光章

泉北店長 横田 隆司

亀岡 恒方

執行役員

企画本部（改革推進本部）開発グループ長兼
営業本部アジア開発室長 高山 俊三企画本部（改革推進本部）開発グループ長兼

営業本部アジア開発室長
（日本橋再開発推進サブリーダー）

大阪店副店長（店内営業担当）

執行役員
柏店長 村田 善郎

執行役員
人事部副部長 中野 奈津美
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【４】顧問の委嘱　　〔２月１日付〕

旧　　職　　務

上席執行役員

株式会社髙島屋サービス取締役社長（代表取締役）兼

特命担当

執行役員

京都店長

【５】役員待遇の任命　　〔２月１日付〕

旧　　職　　務

ＭＤ本部美術部長

【６】人事異動　　〔２月１日付〕

＜企画本部（改革推進本部）＞

旧　　職　　務

関連事業グループ長 関連事業担当職 渡辺 博之

＜総務本部＞

旧　　職　　務

人事部副部長 人事部経営職 牧野 泉

＜営業本部＞

旧　　職　　務

クロスメディア事業部長 青木 和宏

ＭＤ本部　ＭＤ政策室ギフト政策グループ長
　　　　　ＭＤ政策室ＭＤ企画グループ
　　　　　ＭＤ企画担当職 野沢 克巳

　　　　　ＭＤ政策室ＭＤ政策グループ長 　　　　　ＭＤ政策室ＭＤ企画グループ長 河面 亘孝

　　　　　婦人服ディビジョン長 ＭＤ本部　婦人服ディビジョン副ディビジョン長 田原 和也

　　　　　特選衣料雑貨・宝飾品ディビジョン長
　　　　　ＭＤ政策室
　　　　　マーチャンダイジングディレクター 澁谷 裕子

　　　　　紳士服・紳士雑貨・スポーツディビジョン長
株式会社ロジエ出向
〔取締役社長（代表取締役）〕 郡 一哉

　　　　　子供・情報＆ホビーディビジョン長 玉川店　店営業企画担当職 市田 有美子

　　　　　美術部副部長兼日本橋店美術部長 ＭＤ本部　美術部横浜店美術部長 本城 春雄

大阪店　副店長（店内営業担当） 日本橋店　副店長（店内営業担当） 依光 博之

堺店長（大阪店堺販売部） 泉北店　販売第１部長 西辻 正美

京都店　副店長（店内営業担当） ＭＤ本部　特選衣料雑貨・宝飾品ディビジョン長 西村 隆吾

日本橋店　副店長（店内営業担当） 京都店　副店長（店内営業担当） 岡部 恒明

横浜店　副店長（店内営業担当） 新宿店　副店長（営業担当） 山口 牧子

港南台店長（横浜店港南台販売部） 横浜店　副店長（店内営業担当） 多田 佳央

新宿店　副店長（営業担当） 立川店　副店長兼総務部長 高田 明宏

泉北店長
株式会社岡山髙島屋出向
〔取締役副店長兼営業推進部長〕 桑野 哲

立川店　副店長兼総務部長 港南台店長（横浜店港南台販売部） 遠藤 孝好

大宮店　副店長兼総務部長
遠州鉄道株式会社出向
〔取締役遠鉄百貨店営業第４部長〕 楠 和夫

柏店長 ＭＤ本部　婦人服ディビジョン長 牧野 考一

柏店　副店長兼総務部長 大宮店　副店長兼総務部長 佐藤 尚弘

株式会社セレクトスクエア取締役社長（代表取締役） 屬 健太郎

クロスメディア事業部　副事業部長兼ネット営業部長 クロスメディア事業部　ネット営業部長 高橋 豊

＜出向＞

新　　職　　務 氏　　名

氏　　名新　　職　　務

新　　職　　務 氏　　名

顧問

小俣 薫

営業企画部長兼ＣＳ推進室長

役員待遇

新　　職　　務 氏　　名

ＭＤ本部美術部副部長兼日本橋美術部長 加賀 信子

クロスメディア事業部長兼
株式会社セレクトスクエア取締役社長（代表取締役）

特命担当

顧問
米田 庄太郎

京都店渉外担当

新　　職　　務 氏　　名



旧　　職　　務

堺店　副店長（大阪店販売部） 田中 貢一

営業企画部　副部長 田中 良司

日本橋店　販売第６部長 及川 智子

堺店長（大阪店堺販売部） 亀田 隆博

ＭＤ本部　子供・情報＆ホビーディビジョン長 小林 斉

宣伝部　横浜店販売促進室長 吉川 雅章

総務部　総務担当職 小林 公樹

関連事業グループ長 百瀬 龍也

＜グループ会社の役員変更＞

旧　　職　　務

上海高島屋百貨有限公司
〔経理〕 矢野 辰雄

執行役員
総務本部副本部長兼人事部長 高久 充

執行役員
横浜店長 仲田 勝彦

執行役員
日本橋店長 佐々木 高信

執行役員
営業企画部長兼ＣＳ推進室長 谷口 一人

＜転籍＞

株式会社米子髙島屋出向
〔取締役社長（代表取締役）兼店長〕 德千代 眞史

株式会社髙島屋サービスへ出向
〔専務取締役事業本部長兼ビジネス事業部長〕

大葉髙島屋百貨股份有限公司へ出向
〔董事総経理〕

以上

新　　職　　務 氏　　名

氏　　名新　　職　　務

東神開発株式会社
〔専務取締役〕

株式会社岡山髙島屋へ出向
〔取締役副店長兼営業推進部長〕

株式会社米子髙島屋へ出向
〔取締役社長（代表取締役）兼店長〕

上海高島屋百貨有限公司
〔董事副総経理〕

株式会社ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ・ｻﾝﾛｰｾﾞ
〔取締役社長（代表取締役）〕

株式会社タップへ転籍
〔取締役社長（代表取締役）〕

株式会社高崎髙島屋へ出向
〔取締役副店長兼営業推進部長〕

株式会社ロジエへ出向
〔取締役社長（代表取締役）〕

株式会社エー・ティ・エーへ出向
〔常務取締役東京事業部長〕

株式会社グッドリブ
〔取締役社長（代表取締役）〕

株式会社髙島屋友の会
〔取締役社長（代表取締役）〕

髙島屋スペースクリエイツ株式会社へ出向
〔常務取締役（総務・経営企画担当）〕


