
≪報道用資料≫

 

人事異動　　〔3月1日付〕

旧　　職　　務

柏店　総務部お客様相談担当職、顧客サービス担当職 塚田 三重子

港南台店　副店長（横浜店港南台販売部） 柳沢 貴博

旧　　職　　務

横浜店　店営業企画担当職 池ヶ谷 勇人

広報・ＩＲ室　広報・ＩＲ担当職 西方 慶之

旧　　職　　務

株式会社ファッションプラザ・サンローゼ出向

　〔取締役　総務部長〕

総務部　総務担当職 濱田 隆

財務部　主計グループマネジャー 寶崎 克彦

総務部　総務担当職 小林 康彦

株式会社タップ出向

　〔取締役　総務部長〕

旧　　職　　務

立川店　販売第１部長、教育担当職 萩原 剛

横浜店　販売第６部長 廣田 育夫

アジア開発室　アジア開発担当職 隆史

新宿店　販売第４部長 村田 尚樹

株式会社センチュリーアンドカンパニー出向

　〔取締役　関西支社長、ＰＯＳ統括室長、ＣＳＣＳ統括室長〕

営業推進部　営業推進担当職 藤田 郁夫

株式会社岡山髙島屋出向

　〔営業推進部総務グループマネジャー、お客様相談担当職〕

　　　　柏店販売促進室長 宣伝部　プランニング室販売促進担当職 石川 陽一郎

株式会社ジェイアール東海髙島屋出向

　〔営業第１部長〕

　　　　販売第１部副部長 大阪店　販売第１部シニアマネジャー 永田 真己子

　　　　販売第２部長 　　　　店営業企画担当職 橋本 逸郎

　　　　販売第２部副部長 　　　　販売第２部シニアマネジャー 久世 公一

　　　　販売第３部副部長 　　　　販売第３部シニアマネジャー 川久保 和彦

タカシマヤ・シンガポールＬＴＤ.出向

　〔ディビジョンマネジャー〕

　　　　販売第６部副部長 大阪店　販売第６部シニアマネジャー 髙橋 英雄

　　　　外商部副部長 　　　　販売第５部宝飾品外販グループマネジャー 田路 貴也

2016年2月18日

株式会社　髙島屋

＜本社＞

新　　職　　務 氏　　名

＜営業本部（オムニチャネル戦略推進本部）＞

　　　　　美術部京都店美術部販売担当職

新　　職　　務 氏　　名

　　　　　副ディビジョン長

人事異動のお知らせ

　下記のとおり、3月1日付で人事異動を行いますので、お知らせいたします。

         

　　　　　食料品ＰＢ運営部営業グループマネジャー

　　　　　食料品ＰＢ運営部営業企画担当職

宣伝部　プランニング室販売促進担当職

木村

　　　　　  リビング＆フードディビジョン商品統括担当職

秘書室　副室長

営業推進部　営業推進担当職

ＭＤ本部　紳士服・紳士雑貨・スポーツディビジョン
泉北店　販売第１部シニアマネジャー 吉田 憲司

業務監査室　業務監査担当職

＜企画本部＞

新　　職　　務 氏　　名

新規事業開発室　新規事業開発担当職

広報・ＩＲ室　副室長

業務部　経費管理センター長

＜総務本部＞

新　　職　　務 氏　　名

　　　　業務企画担当職

総務部　 総務担当職 近藤 淳

　　　　業務企画担当職 戸和 賢一

        総務担当職、東別館長

幹雄

　　　　泉北店販売促進室長 菅原 隆行

　　　　販売第５部副部長 野田 正直

大阪店　店営業企画担当職 金井 浩司



大阪店　総務部副部長 堺店　シニアマネジャー（大阪店堺販売部） 金 廷行

堺　店　副店長、教育担当職（大阪店堺販売部） 人事部　人事担当職 西川 茂範

京都店　販売第１部長 京都店　販売第１部シニアマネジャー 団 朗宏

　　　　販売第１部副部長 　　　　販売第１部シニアマネジャー 堤 裕喜

　　　　販売第２部副部長 　　　　販売第２部シニアマネジャー 牧野 泰也

　　　　販売第３部副部長 　　　　販売第３部シニアマネジャー 高橋 奈津子

　　　　販売第４部長 　　　　総務部副部長 梅原 誠司

　　　　販売第５部長 　　　　販売第５部シニアマネジャー 平松 達也

　　　　販売第５部副部長 　　　　販売第５部店バイヤー 増田

　　　　総務部副部長 　　　　販売第３部シニアマネジャー 三木 健司

　　　　総務部店庶務担当職 　　　　店営業推進担当職 瀧野 浩

洛西店　店長（京都店洛西販売部） 洛西店　副店長、教育担当職（京都店洛西販売部） 小山 良治

　　　　副店長、教育担当職（京都店洛西販売部） 人事部　人事担当職 久川 武郎

日本橋店　販売第１部副部長 日本橋店　販売第５部統括担当職 五十幡 一彦

ＭＤ本部　レディースファッションディビジョン

　　　　　副ディビジョン長

　　　　　販売第２部副部長 人事部　能力開発・採用担当職 清水 潔

　　　　　販売第３部副部長 日本橋店　販売第３部統括担当職 小林 友広

　　　　　販売第４部長 横浜店　販売第４部長 谷 英彦

人事部　人事担当職 小平 明

　　　　　販売第５部副部長 ＭＤ本部　リビング＆フードディビジョン商品統括担当職 加藤 昌弘

横浜店　店営業企画担当職 新宿店　店営企画担当職 荒岡 真人

横浜店　販売第１部シニアマネジャー 早坂 江子

　　　　販売第２部統括担当職 藤本 雅和

玉川店　販売第１部統括担当職、教育担当職 今井 浩夫

横浜店　販売第３部統括担当職 山本 弘毅

京都店　販売第４部長 萬喜 秀憲

横浜店　総務部人事グループマネジャー 山崎 廣人

　　　　販売第６部シニアマネジャー 椎名 健

　　　　販売第６部販売担当職 田尻 直行

　　　　外商部長 　　　　販売第３部長 土屋 宏之

　　　　外商部副部長 大阪店　外商部副部長 齋江 裕美

　　　　外商部統括担当職 玉川店　外商部長 長谷川 功

港南台店　店長（横浜店港南台販売部） 横浜店　販売第１部統括担当職 中川 徹

新宿店　販売第１部長 日本橋店　販売第２部長 川口 誠

　　　　販売第１部副部長 新宿店　販売第１部シニアマネジャー 石河 珠樹

　　　　販売第３部副部長 　　　　販売第３部統括担当職 川口 学

　　　　販売第４部長 京都店　販売第５部長 桝田 盛

泉北店　販売第２部長 堺店　副店長、教育担当職（大阪店堺販売部） 猪尾 充孝

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

　　　　販売第１部シニアマネジャー 業務部　業務企画担当職 岡本 二郎

　　　　販売第１部販売担当職 玉川店　販売第１部長 金子 順一

　　　　外商部長 　　　　外商部副部長 岡本 敦

　　　　外商部副部長 　　　　外商部外商営業グループマネジャー 加藤 一弥

立川店　販売第１部長、教育担当職 立川店　販売第２部長、教育担当職 丸山 和夫

　　　　販売第２部長、外商部長、教育担当職 　　　　外商部長 菊地 宏

法人事業部　プロモーションＭＤ部長 法人事業部　プロモーションＭＤ部副部長

            品質・仕入管理グループマネジャー 　　　　　　品質・仕入管理グループマネジャー

　　　　　　プロモーションＭＤ部

　　　　　　企画調達グループマネジャー

　　　　　　東京第３営業部長 　　　　　　東京第３営業部副部長 綿引 進

　　　　　　東京第３営業部副部長 　　　　　　総務部総務グループマネジャー 守興 友香

　　　　　　西日本営業部長 　　　　　　東京第３営業部長 池田 勇人
　　　　　　　西日本営業部副部長、営業支援グループマネジャー 　　　　　　西日本営業部法人営業グループマネジャー 川﨑 啓輔

南村

　　　　　　プロモーションＭＤ部副部長 荒川

篤史

恭子

山本 啓志

玉川店　販売第１部長 上田 泰敏

          販売第２部長

　　　　　販売第４部副部長

　　　　販売第５部副部長

　　　　販売第６部長

　　　　販売第６部副部長

　　　　販売第１部副部長

　　　　販売第２部副部長

　　　　販売第３部長

　　　　販売第３部副部長

　　　　販売第４部長



法人事業部　総務部副部長、総務グループマネジャー 法人事業部　総務部副部長 竹田 康二

旧　　職　　務

株式会社ジェイアール東海髙島屋へ出向 京都店　販売第１部長 鷲尾 暢之

髙島屋クレジット株式会社出向

　〔会員サービス部長〕

　　　同 宣伝部　泉北店販売促進室長 前田 清明

タカシマヤ・シンガポールＬＴＤ．へ出向

　〔ディビジョンマネジャー〕

株式会社タップへ出向 株式会社ジェイアール東海髙島屋出向

　〔取締役　総務部長〕 　〔外商部長〕

髙島屋クレジット株式会社へ出向 株式会社ジェイアール東海髙島屋出向

　〔営業企画部長〕 　〔販売促進部長〕

株式会社センチュリーアンドカンパニーへ出向

　　　同

　〔取締役　総務部長〕

株式会社髙島屋サービスへ出向

　〔物流事業部関東事業所長〕

髙島屋スペースクリエイツ株式会社へ出向

　〔経理部長〕

株式会社ファッションプラザ・サンローゼへ出向

　〔取締役　営業本部長〕

　　　同

　〔取締役　経営管理本部長、総務部長〕

（関連会社出向者の職務変更）

旧　　職　　務

株式会社高崎髙島屋 株式会社高崎髙島屋

　〔販売第２部長〕 　〔営業推進部長、営業統括グループマネジャー〕

髙島屋クレジット株式会社 髙島屋クレジット株式会社

　〔営業推進部長〕 　〔営業企画部長、広告宣伝グループマネジャー〕

株式会社髙島屋サービス 株式会社髙島屋サービス

　〔取締役　物流事業部長〕 　〔物流事業部副部長〕

髙島屋スペースクリエイツ株式会社 髙島屋スペースクリエイツ株式会社

　〔営業本部開発プロデュース部副部長〕 　〔営業本部開発プロデュース部特命担当部長〕

髙島屋保険株式会社 髙島屋保険株式会社

　〔取締役　総務部長〕 　〔取締役　業務管理部長、総務部長〕

タカシマヤトランスコスモスインターナショナルコマースＰＴＥ．ＬＴＤ

　〔日本支店シニアマネジャー〕 　〔マネジャー〕

横浜店　副店長、総務部長

　　お問合せ先は　株式会社髙島屋　広報・ＩＲ室（東京）　電話：０３－３６６８－７２５１

　　　　　　　　　　　　〃　　　　広報・ＩＲ室（大阪）　電話：０６－６６３１－５４９９

三浦 洋一

林 久仁彦

高畑 明浩

三留 宗一

磯崎 英太郎財務部　財務担当職

新　　職　　務 氏　　名

山下 尚広報・ＩＲ室　広報・ＩＲ担当職

三吉 忠大阪店　店営業企画担当職

　 〔取締役　関西支社長、ＰＯＳ統括室長、ＣＳＣＳ統括室長〕
松田 純典大阪店　総務部副部長

塩川 禎秘書室　秘書グループマネジャー

株式会社高崎髙島屋
〔営業推進部長、営業統括グループマネジャー〕

株式会社高崎髙島屋
　〔販売第２部長〕

荻野 朋孝

＜出向＞

氏　　名新　　職　　務

以　　　上

大野 二郎

大倉 靖雄

　　　同 辻 健太郎

        京都店販売促進室店販売促進担当職 早藤 達哉

藤倉 雄助

森下 治行

タカシマヤトランスコスモスインターナショナルコマースＰＴＥ．ＬＴＤ
原 昌博


