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人事異動　　〔3月1日付〕

旧　　職　　務

業務監査室　業務監査担当職 小島 道範

旧　　職　　務

タカシマヤ シンガポール リミテッド出向

　〔シニアディビジョンマネジャー〕

財務部　財務担当職 田端 豊久

上海高島屋百貨有限公司出向

　〔総監〕

旧　　職　　務

新宿店　総務部長 坂浦 芳隆

大阪店　店総務担当職 原 かをり

総務部　リスクマネジメント担当職 宮島 康彦

人事部　人事・採用育成担当職 神谷 龍文

株式会社髙島屋友の会出向

　〔取締役　会員企画開発部長、事業部長〕

人事部担当職 戸和 賢一

業務部　副部長、業務センター長 小林 公樹

　　　　業務企画担当職 小林 康彦

髙島屋スペースクリエイツ株式会社出向

　〔総務本部総務部長〕

業務部　経費管理センター長 寳崎 克彦

旧　　職　　務

人事部担当職 原 健一郎

ＭＤ本部　リビング＆フードディビジョン商品統括担当職 廣田 育夫

株式会社岡山髙島屋出向

　〔販売第２部長〕

日本橋店　販売第５部シニアマネジャー 丹原 一郎

ＭＤ本部　美術部横浜店美術部長 本城 春雄

　　　　　美術部京都店美術部販売担当職 木村 幹雄

　　　　　美術部美術担当職 福田 朋秋

宣伝部　新宿店販売促進室長 小野 芳典

玉川店　販売第３部長 麻生 真古

上海高島屋百貨有限公司出向

　〔総監〕

営業推進部　オムニチャネル推進担当職 神戸 昌孝

宣伝部　プランニング室販売促進担当職 大畑 通江

　　　　同 髙田 昌之

　　　　　美術部美術担当職

啓文

　　　　新宿店販売促進室店販売促進担当職

　　　　大宮店販売促進室長

　　　　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

　　　　同

業務部　副部長

　　　　業務センター長

　　　　会計センター長

　　　　業務改善担当職 柿沼

鈴木

人事部　エリアマネジャー

総務部　エリアマネジャー

　　　　ダイバーシティ推進室長

大介

英樹

　　　　　同 押川 裕雄

飯島 真理

　　　　リスクマネジメント担当職

新　　職　　務 氏　　名

　　　　個人情報管理グループ長

＜総務本部＞

新　　職　　務 氏　　名

財務部　アジア事業統括室　アジア事業担当職 木村 勉

　　　　同

ＭＤ本部　呉服ディビジョンセントラルバイヤー

　　　　　リビング＆フードディビジョンセントラルバイヤー

氏　　名

　　　　給与厚生グループマネジャー

　　　　　美術部横浜店美術部長

　　　　大阪店販売促進室店販売促進担当職

　　　　新宿店販売促進室長

新　　職　　務

　　　　　サービス・ギフトディビジョン副ディビジョン長

　　　　　美術部横浜店美術部統括担当職

氏　　名

＜営業本部＞

清原

業務監査室　副室長

＜企画本部＞

2017年2月20日

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日付で人事異動を行いますので、お知らせいたします。

         

＜本社＞

新　　職　　務



旧　　職　　務

株式会社ジェイアール東海髙島屋出向

　〔営業第２部長〕

大阪店　販売第４部長 玉島 渉

　　　　総務部副部長 金 廷行

　　　　販売第７部副部長 石田 順一

　　　　販売第７部シニアマネジャー 椎野 正嗣

株式会社ジェイアール東海髙島屋出向

　〔営業第４部長〕

ＭＤ本部　レディースファッションディビジョン

　　　　　　店駐在バイヤー

　　　　販売第４部副部長 京都店　販売第１部副部長 堤 裕喜

　　　　販売第６部副部長 大段 千景

洛西店　副店長 （京都店洛西販売部） 久川 武郎

京都店　総務部店庶務担当職 板東 秀明

　　　　同 瀧野 浩

京都店　店営業企画担当職 反田 憲一

株式会社岡山髙島屋出向

　〔販売第１部長〕

　　　　　外商部ゴールドカードグループマネジャー 横浜店　外商部統括グループマネジャー 長谷川 功

サイアム タカシマヤ(タイランド）リミテッド出向

　〔出店準備担当職〕

横浜店　販売第２部副部長 藤本 雅和

大阪店　販売第３部長 津田 智子

　　　　販売第２部副部長 横浜店　販売第２部シニアマネジャー 武田 賢

　　　　販売第１部副部長 早坂 江子

株式会社ジェイアール東海髙島屋出向

　〔営業第５部長〕

　同

　〔外商部長〕

立川店　販売第１部長 丸山 和夫

横浜店　販売第２部長 鈴木 康之

　　　　販売第６部副部長、外商部副部長 日本橋店　外商部外商営業グループマネジャー 小川 雅子

人事部担当職 市田 有美子

玉川店　販売第２部シニアマネジャー 倉橋 英一

立川店　販売第２部長、外商部長 菊地 宏

新宿店　店営業企画担当職 山本 倫代

大宮店　販売第１部長 太田 智也

　　　　販売第２部長、外商部長 鈴木 実

株式会社高崎髙島屋出向

　〔販売第１部長〕

株式会社アール・ティー・コーポレーション出向

　〔代表取締役社長〕

新宿店　販売第６部長、外商部長 袖岡 洋一

法人事業部　営業推進部長 法人事業部　営業推進部法人営業企画担当職 天野 敦

ＭＤ本部　レディースファッションディビジョン

　　　　　　セントラルバイヤー

クロスメディア事業部　総務部

　　　ロジスティック・カスタマーグループマネジャー

旧　　職　　務

　　　　外商部外商営業担当職

　　　　　　西日本営業部法人営業担当職

クロスメディア事業部　総務部長

田中

　　　　外商部長
　〔外商部長〕

貢一

　〔営業第２部副部長〕
今田 康博

株式会社ジェイアール東海髙島屋へ出向
大阪店　販売第２部シニアマネジャー

池田 修一

＜出向＞

　　　　販売第６部長、外商部長

　　　　販売第２部副部長

柏　店　販売第２部長 石川 俊夫

　　　　販売第３部長 渡辺 博之

　　　　販売第３部長

　　　　販売第４部長

明子

　　　　販売第６部長

　　　　販売第６部副部長

　　　　総務部店総務担当職

　　　　同

洛西店　副店長（京都店洛西販売部）

大阪店　販売第２部販売担当職 辻本 知佐子

新　　職　　務

藤原

横浜店　販売第６部長 椎名 健

　〔営業第４部副部長〕

　　　同

大宮店　販売部長

　　　　外商部長

土屋 宏之

新　　職　　務

　　　　販売第６部シニアマネジャー

　　　同

　〔営業第５部長〕

　　　同

欣一

新宿店　店営業企画担当職

氏　　名

彦

京都店　販売第１部副部長

　　　　販売第３部長

　　　　販売第４部長

玉川店　店営業企画担当職、広報・ＩＲ担当職

山下

井上

　　　　外商部長 伊藤

日本橋店　販売第２部長 大西 和晶

正史

　　　　販売第２部長

　　　　販売第１部副部長

　　　　販売第４部副部長

　　　　販売第６部長 小松

氏　　名

　　　　販売第７部長

　　　　販売第７部副部長

公洋

横浜店　販売第１部長

晃市

　　　　総務部店総務担当職 横井



旧　　職　　務

　〔販売第１部長〕

株式会社グッドリブへ出向

　〔取締役事業部長〕

髙島屋クレジット株式会社へ出向

　〔営業推進部長〕

株式会社グッドリブ出向

　〔取締役事業部長〕

株式会社ジェイアール東海髙島屋出向

　〔営業企画部長〕

（関連会社出向者の職務変更）

旧　　職　　務

株式会社ジェイアール東海髙島屋

　〔営業企画部副部長〕

髙島屋クレジット株式会社

　〔監査役〕

株式会社センチュリーアンドカンパニー

　〔取締役総務部長〕

　　　同

　〔取締役関西支社長、POS統括室長、CSCS統括室長〕

　　　同

　〔取締役営業企画部長〕

株式会社アール・ティー・コーポレーション

　〔経営企画グループマネジャー〕

　　　同

　〔商品開発グループマネジャー〕

髙島屋スペースクリエイツ株式会社

　〔専務取締役総務本部長、総務部長〕 　〔専務取締役総務本部長〕

　　　同

　〔デザイン部長〕 　〔営業本部開発プロデュース部副部長〕

タカシマヤ（シンガポール）リミテッド

　〔ディビジョンマネジャー〕 　〔アシスタントディビジョンマネジャー〕

龍也

　〔営業第２部長〕

髙島屋クレジット株式会社

林 浩昭

　　　同

匡司

　〔取締役関西支社長〕

　　　同

　〔業務部長〕

株式会社センチュリーアンドカンパニー

　〔取締役関東支社長〕

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〕

純典

　〔業務推進部副部長〕

　〔総監〕

　　　同
柏店　販売第３部シニアマネジャー 石川

松田

株式会社ジェイアール東海髙島屋

京都店　外商部外商営業グループマネジャー 髙井 英二
　〔住宅リフォーム営業部副部長〕

　　　同

禎

上海高島屋百貨有限公司へ出向
宣伝部　柏店販売促進室長 石川 陽一郎

宏安

横浜店　総務部副部長 池田 勝
　〔シニアディビジョンマネジャー〕

　〔取締役業務推進部長〕
人事部　人事・採用育成担当職 信夫

タカシマヤ ベトナム リミテッドへ出向

髙島屋スペースクリエイツ株式会社へ出向

　　　同

岡久 安広

聡
　〔同〕

近藤 智
　〔人事総務部長〕

英輝

多屋

　　　同

　〔監査役〕

京都店　総務部副部長

　〔販売第２部長〕

桂 由里子

小美野 亮

智彦

　　　同

株式会社高崎髙島屋へ出向

岡 憲史京都店　販売第６部長

山本 啓志日本橋店　販売第２部長

株式会社岡山髙島屋へ出向
泉北店　販売第１部長

以　　　上

　〔総務部長〕

新宿店　販売第５部店バイヤー

新　　職　　務 氏　　名

新藤 愛弓玉川店　店営業企画担当職

健司

徳田
株式会社髙島屋友の会へ出向

橋本

三鴨

塩川

タカシマヤ（シンガポール）リミテッド
吉田

髙島屋スペースクリエイツ株式会社
百瀬

　〔取締役会員企画開発部長、事業部長〕
聖明

　〔販売第１部長〕

三木

三森

聡太郎

　　　同
森下

株式会社センチュリーアンドカンパニーへ出向

治行

　〔商品開発室長〕

株式会社アール・ティー・コーポレーションへ出向
　　　　同

桐林

新　　職　　務 氏　　名


