2020 年 2 月 18 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。

人事異動〔3 月 1 日付〕
＜企画本部＞
新

職 務

旧

職 務

氏

名

経営戦略部 ＥＳＧ推進室史料館副館長

ＣＳＲ推進室史料館担当職

橋本 由雄

広報・ＩＲ室 副室長

宣伝部 プランニング室販売促進担当職

花井 宏演

＜総務本部＞
新

職 務

旧

職 務

氏

名

総務部 エリア長

（組合専従）

天野 剛志

総務部 品質管理グループ長

立川店 副店長、販売部長

斉藤

業務部
ロジスティクスセンター事業所長

業務部 物流企画担当職

剛

北田 陽一郎

＜営業本部＞
新

職 務

ＥＣ事業部 ネットチャネルグループ長
ＭＤ本部 呉服部大阪店呉服部長
ＭＤ本部 呉服部京都店呉服部長
ＭＤ本部 呉服部日本橋店呉服部長
ＭＤ本部 呉服部横浜店呉服部長
ＭＤ本部 呉服部新宿店呉服部長
ＭＤ本部 美術部日本橋店美術部長

旧

職 務

ＥＣ事業部 ＥＣ営業推進担当職
ＭＤ本部
呉服部副部長、大阪店呉服部長
京都店 販売第１部長
ＭＤ本部
呉服部副部長、日本橋店呉服部長
ＭＤ本部 呉服部新宿店呉服部長
ＭＤ本部
呉服部横浜店呉服部シニアマネジャー
ＭＤ本部
美術部副部長、日本橋店美術部長

氏
松
藤井
団

名
玲子
守
朗宏

宇野 万貴子
大木

力

伊藤 ゆ香
中沢 利昭

新

職 務

旧

職 務

氏

名

ＭＤ本部 美術部大阪店美術部長

宣伝部 大阪店販売促進室長

寺澤

大阪店 企画宣伝部長

宣伝部 日本橋店販売促進室長

清原 啓文

大阪店 企画宣伝部副部長

大阪店 販売第３部長

玉島

渉

大阪店 販売第１部長

大阪店 販売第５部長

森田

誠

大阪店 販売第１部副部長

大阪店 販売第５部副部長

齋江 裕美

大阪店 販売第１部副部長

大阪店 販売第５部シニアマネジャー

加納 正博

大阪店 販売第１部副部長

大阪店 販売第５部シニアマネジャー

今里 直義

大阪店 販売第１部副部長

大阪店 販売第１部セールスマネジャー

大阪店 販売第１部副部長

人事部 人事政策担当職、
ダイバーシティ推進担当職

大阪店 販売第２部長

大阪店 販売第１部長

大阪店 販売第２部副部長

大阪店 販売第３部副部長

明

新居 洋次郎
須江 景子
中尾 敏宏
川久保 和彦

ＭＤ本部
大阪店 販売第２部副部長

子供・情報・ホビーディビジョン

柿木 啓司

セントラルバイヤー
大阪店 販売第２部副部長

大阪店 販売第４部シニアマネジャー

岩﨑 守孝

大阪店 販売第２部副部長

堺店 販売部シニアマネジャー

龍神 周作

大阪店 販売第２部副部長

大阪店 販売第２部シニアマネジャー

大阪店 販売第３部長

大阪店 販売第６部長

射場 みのり
中戸 秀和

株式会社ジェイアール東海髙島屋出向
大阪店 販売第３部副部長

〔営業第４部副部長、

藤原 欣一

統括グループマネジャー〕
大阪店 販売第３部副部長

大阪店 販売第６部副部長

濱田 秀基

大阪店 販売第３部副部長

大阪店 販売第６部シニアマネジャー

藤村 光彦

大阪店 販売第４部長

大阪店 販売第７部長

和嶋 武彦

大阪店 販売第４部副部長

大阪店 販売第７部副部長

椎野 正嗣

大阪店 販売第４部副部長

ＭＤ本部
食料品・リビングディビジョンバイヤー

福岡 弘二

大阪店 販売第４部副部長

大阪店 販売第７部シニアマネジャー

二宮 崇徳

大阪店 販売第４部副部長

大阪店 販売第７部シニアマネジャー

安田 恭子

大阪店 販売第４部副部長

大阪店 販売第７部シニアマネジャー

鈴木 一徳

大阪店 外商部副部長

大阪店
外商部外商営業グループマネジャー

永長 秀克

堺店 販売部副部長

大阪店 店営業企画担当職

山﨑 宏一

堺店 販売部副部長

堺店 販売部シニアマネジャー

村上 富男

泉北店 販売部副部長

大阪店 店営業企画担当職

西村

学

新

職 務

泉北店 販売部副部長

旧

職 務

総務部 泉北店総務チームマネジャー、
お客様相談担当職

氏

名

松尾 吉祥

泉北店 販売部副部長

泉北店 販売部シニアマネジャー

安田 正晴

京都店 企画宣伝部長

京都店 店営業企画担当職

河面 亘孝

京都店 企画宣伝部副部長

宣伝部 京都店販売促進室長

宮田 敏之

京都店 販売第１部長

京都店 販売第４部長

堤

京都店 販売第１部副部長

京都店 販売第３部副部長

京都店 販売第１部副部長

京都店 販売第４部副部長

関

京都店 販売第１部副部長

京都店 販売第１部シニアマネジャー

齋藤 彰彦

京都店 販売第１部副部長

京都店 販売第４部シニアマネジャー

高橋 幸平

京都店 販売第１部副部長

京都店 販売第４部シニアマネジャー

楊井 浩一郎

京都店 販売第２部副部長

京都店 販売第２部副部長、催マネジャー

澤田 綱太

京都店 販売第２部副部長

京都店 販売第３部シニアマネジャー

奥田 貴弘

京都店 販売第２部副部長

京都店 販売第２部シニアマネジャー

井尻 敬子

京都店 販売第２部副部長

京都店 販売第２部シニアマネジャー

大門 他久史

京都店 販売第２部副部長

京都店 販売第２部シニアマネジャー

元田 真寛

京都店 販売第３部長

京都店 販売第５部長

高橋 英雄

京都店 販売第３部副部長

京都店 販売第５部シニアマネジャー

中居 誠一郎

京都店 販売第３部副部長

京都店 販売第５部シニアマネジャー

柴田 健作

京都店 販売第３部副部長

京都店 販売第５部シニアマネジャー

小野 裕美

京都店 販売第４部長

京都店 販売第６部長

大段 千景

京都店 販売第４部副部長

京都店 販売第６部副部長

久川 武郎

京都店 販売第４部副部長

京都店 販売第６部シニアマネジャー

大伴 真也

京都店 販売第４部副部長

京都店 販売第６部シニアマネジャー

安井 秀典

京都店 販売第４部副部長

京都店 販売第６部シニアマネジャー

赤松 健次

京都店 販売第４部副部長

洛西店
シニアマネジャー（京都店洛西販売部）

裕喜

高橋 奈津子

西形

忠史

功

株式会社ジェイアール東海髙島屋出向
京都店 販売第４部副部長

〔営業企画部

山本 秀嗣

営業統括グループマネジャー〕
京都店 外商部副部長

京都店
外商部外商営業グループマネジャー

岸上 智史

洛西店長（京都店洛西販売部）

洛西店 副店長（京都店洛西販売部）

反田 憲一

洛西店 副店長（京都店洛西販売部）

京都店 販売第５部副部長

増田 俊明

日本橋店 企画宣伝部長

宣伝部 新宿店販売促進室長

小平 修二

日本橋店 販売第１部副部長

横浜店 販売第１部長

南木 由美

日本橋店 販売第１部副部長

日本橋店 販売第４部副部長

武田 慎吾

新

職 務

旧

職 務

氏

名

日本橋店 販売第１部副部長

新宿店 販売第６部シニアマネジャー

日本橋店 販売第１部副部長

日本橋店 販売第１部シニアマネジャー

岡野 裕一

日本橋店 販売第１部副部長

日本橋店 販売第１部シニアマネジャー

寺内 健太郎

日本橋店 販売第２部副部長

日本橋店 販売第３部シニアマネジャー

宮本 勇志

日本橋店 販売第２部副部長

日本橋店 店営業企画担当職

上野 直之

日本橋店 販売第２部副部長

日本橋店 販売第３部シニアマネジャー

穴水 要介

日本橋店 販売第３部副部長

日本橋店 販売第５部副部長

早坂

日本橋店 販売第３部副部長

日本橋店 販売第５部シニアマネジャー

瀬畑 吉之

日本橋店 販売第３部副部長

日本橋店 販売第５部シニアマネジャー

安積 泰信

日本橋店 販売第３部副部長

日本橋店 販売第３部シニアマネジャー

古屋 嘉満

日本橋店 販売第４部長

日本橋店 販売第６部長

多屋 智彦

日本橋店 販売第４部副部長

日本橋店 販売第６部副部長

常光 雅人

日本橋店 販売第４部副部長

上海高島屋百貨有限公司出向〔総監〕

石川

日本橋店 販売第４部副部長

ＥＣ事業部 ＥＣ販売促進担当職

田村 将史

日本橋店 販売第４部副部長

日本橋店 販売第６部シニアマネジャー

小山 晃弘

日本橋店 販売第４部副部長

柏店 販売第３部シニアマネジャー

田中 辰也

日本橋店 外商部長

日本橋店 販売第４部長

谷

日本橋店 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

志賀 健一郎

順

聡

英彦

小川 裕之

横浜店 企画宣伝部長

広報・ＩＲ室長

園田 早苗

横浜店 企画宣伝部副部長

宣伝部 横浜店販売促進室長

森

横浜店 販売第１部長

横浜店 販売第４部長

早坂 江子

横浜店 販売第１部副部長

横浜店 販売第４部副部長

田中 直樹

横浜店 販売第１部副部長

横浜店 外商部副部長

黒川 淳一

横浜店 販売第１部副部長

日本橋店 販売第１部副部長

永澤 律子

横浜店 販売第１部副部長

横浜店 販売第４部シニアマネジャー

吉田 和夫

横浜店 販売第１部副部長

横浜店 販売第１部シニアマネジャー

相馬 繁行

横浜店 販売第２部長

玉川店 販売第４部長

山本 倫代

横浜店 販売第２部副部長

横浜店 販売第３部副部長

金子 泰明

横浜店 販売第２部副部長

横浜店 販売第２部シニアマネジャー

村田 加奈子

横浜店 販売第２部副部長

新宿店 販売第３部シニアマネジャー

高熊 王介

横浜店 販売第２部副部長

横浜店 販売第２部シニアマネジャー

篠原 美樹

横浜店 販売第３部副部長

横浜店 販売第５部副部長

老沼 秀記

横浜店 販売第３部副部長

横浜店 販売第５部シニアマネジャー

小林 修二

横浜店 販売第３部副部長

横浜店 販売第５部シニアマネジャー

石川 哲也

横浜店 販売第３部副部長

横浜店 販売第３部シニアマネジャー

加藤 裕忠

雅聡

新

職 務

旧

職 務

氏

名

横浜店 販売第４部長

横浜店 販売第６部長

小松 公洋

横浜店 販売第４部副部長

横浜店 販売第６部副部長

安藤 誠司

横浜店 販売第４部副部長

横浜店 販売第６部シニアマネジャー

伊藤

横浜店 販売第４部副部長

横浜店 販売第６部シニアマネジャー

國房 ナツ

横浜店 販売第４部副部長

横浜店 販売第６部シニアマネジャー

斎藤 謙司

横浜店 販売第４部副部長

横浜店 販売第６部催マネジャー

横浜店 販売第４部副部長

横浜店 販売第６部シニアマネジャー

加納 淳平

横浜店 外商部長

業務部 業務企画担当職

菊地

横浜店 外商部副部長

横浜店 総務部顧客グループマネジャー

北村 康一

新宿店 企画宣伝部長

上海高島屋百貨有限公司出向〔総監〕

石川 陽一郎

新宿店 企画宣伝部副部長

新宿店 店営業企画担当職

神田 美樹雄

新宿店 販売第１部長

新宿店 販売第１部副部長

永井 晴子

新宿店 販売第１部副部長

新宿店 販売第１部シニアマネジャー

新宿店 販売第１部副部長

ＭＤ本部 ＭＤ政策担当職

新宿店 販売第１部副部長

新宿店 販売第１部店バイヤー

新宿店 販売第２部長

新宿店 販売第３部長

仁木 貴人

新宿店 販売第２部副部長

新宿店 販売第３部副部長

川口

新宿店 販売第２部副部長

新宿店 販売第２部統括担当職

上野 高幸

新宿店 販売第２部副部長

新宿店 販売第３部シニアマネジャー

洞内

新宿店 販売第２部副部長

新宿店 販売第３部シニアマネジャー

田中 隆彦

新宿店 販売第２部副部長

新宿店 販売第２部シニアマネジャー

菅家 貴文

新宿店 販売第３部長

新宿店 販売第４部長

小阪 純子

新宿店 販売第３部副部長

日本橋店 販売第５部シニアマネジャー

鈴木 大介

新宿店 販売第３部副部長

新宿店 販売第４部統括担当職

原田 陽介

新宿店 販売第３部副部長

営業推進部 営業推進担当職

新宿店 販売第４部長

新宿店 販売第５部長

古市 照一

新宿店 販売第４部副部長

新宿店 販売第５部副部長

水野 秀樹

新宿店 販売第４部副部長

ＭＤ本部 サービス・ギフトディビジョン
副ディビジョン長

栄

藤井 雄次郎

宏

堀内 千恵子
石河 珠樹
江崎 由美子

学
浩

菊地 佳音美

三谷

望

新宿店 販売第４部副部長

新宿店 販売第１部シニアマネジャー

後藤 義典

新宿店 販売第４部副部長

日本橋店 販売第５部店バイヤー

若江

新宿店 販売第４部副部長

タカシマヤ・シンガポール リミテッド出向
〔アシスタントディビジョンマネジャー〕

亮

石川 真合

立川店 販売部副部長

立川店 販売部シニアマネジャー

藤原 宣紀

立川店 販売部副部長

法人事業部 食料品グループマネジャー

光安

玉川店 企画宣伝部長

宣伝部 玉川店販売促進室長

新山 直彦

真

新

職 務

旧

職 務

氏

名

玉川店 販売第１部長

玉川店 販売第２部長

白井 孝明

玉川店 販売第１部副部長

玉川店 販売第１部シニアマネジャー

岡本 二郎

玉川店 販売第１部副部長

玉川店 販売第３部シニアマネジャー

小谷野 智弘

玉川店 販売第１部副部長

玉川店 販売第２部シニアマネジャー

本橋 賢司

玉川店 販売第２部長

玉川店 販売第２部副部長

倉橋 英一

玉川店 販売第２部副部長

ＭＤ本部 ＭＤ政策担当職

丸山 和夫

玉川店 販売第２部副部長

業務部 物流企画担当職

玉川店 販売第２部副部長

玉川店 外商部副部長

苧園 和裕

玉川店 販売第３部長

玉川店 販売第４部副部長

古川

昇

篠崎

剛

玉川店 販売第３部副部長

ＭＤ本部 食料品・リビングディビジョン
セントラルバイヤー

渡邉 紳一郎

玉川店 販売第３部副部長

玉川店 販売第４部シニアマネジャー

波多野 元

玉川店 販売第３部副部長

玉川店 販売第４部シニアマネジャー

畠山

玉川店 外商部副部長

横浜店
外商部外商営業グループマネジャー

恒

坂口 健一

玉川店 総務部副部長

横浜店 販売第１部副部長

大木 健司

大宮店 企画宣伝部長

宣伝部 大宮店販売促進室長

大畑 通江

大宮店 販売部副部長

日本橋店 販売第３部副部長

小林 友広

大宮店 販売部副部長

大宮店 店営業企画担当職

田尻 直行

大宮店 外商部長

日本橋店 外商部副部長

根田 武人

柏店 企画宣伝部長

柏店 総務部副部長

平賀 智之

柏店 販売第１部副部長

柏店 販売第２部セールスマネジャー

田中 英光

柏店 販売第１部副部長

柏店 販売第２部統括担当職、教育担当職

牧林

柏店 販売第２部副部長

柏店 販売第２部シニアマネジャー

脇

柏店 販売第３部副部長

柏店 販売第３部シニアマネジャー

中台 恒一

柏店 総務部副部長

人事部 人事政策担当職

本郷 和也

法人事業部 営業推進部長

法人事業部 プロモーションＭＤ部長

中澤 年実

法人事業部 営業推進部副部長

法人事業部 東京第２営業部
法人営業グループマネジャー

央
雅人

守興 友香

法人事業部 東京第２営業部長

法人事業部 プロモーションＭＤ部副部長

荒川 恭子

法人事業部 東京第３営業部長

法人事業部 東京第２営業部長

三橋 洋一

法人事業部 西日本営業部長

法人事業部 営業推進部長

天野

法人事業部 総務部副部長

大阪店販売第４部長

金

敦
廷行

クロスメディア事業部
クロスメディア事業部 総務部長

カタログテレビチャネル
グループマネジャー

花井 俊介

＜出 向＞
新

職 務

株式会社ジェイアール東海髙島屋へ出向
〔営業第４部長〕

旧

職 務

氏

名

横浜店 販売第５部長

野下 裕永

大阪店 販売第６部シニアマネジャー

桑木 淳次

総務部 総務担当職

西辻 正美

洛西店長（京都店洛西販売部）

小山 良治

日本橋店 販売第６部シニアマネジャー

矢作 尚史

財務部 財務担当職

今井

株式会社ジェイアール東海髙島屋へ出向
〔営業第４部副部長、
統括グループマネジャー〕
株式会社伊予鉄髙島屋へ出向
〔営業本部副本部長、営業統括部長〕
株式会社岐阜髙島屋へ出向
〔販売第２部長〕
株式会社高崎髙島屋へ出向
〔販売第２部長〕
株式会社グッドリブへ出向〔総務部長〕

株式会社タップへ出向〔取締役総務部長〕 ＭＤ本部 呉服部横浜店呉服部長
株式会社エー・ティ・エーへ出向

宣伝部

〔クリエイティブ室副室長〕

日本橋店販売促進室店販売促進担当職

株式会社エー・ティ・エーへ出向
〔総務部長〕

玉川店 総務部副部長

株式会社ｾﾝﾁｭﾘｰｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰへ出向

ＭＤ本部

〔取締役営業本部副本部長〕

子供・情報・ホビーディビジョン長

株式会社ｾﾝﾁｭﾘｰｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰへ出向
〔名古屋支店長〕
株式会社ｾﾝﾁｭﾘｰｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰへ出向
〔京都支店長〕
株式会社ｱｰﾙ･ﾃｨｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝへ出向
〔ブランド開発部長〕
株式会社ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ･ｻﾝﾛｰｾﾞへ出向
〔常務取締役営業本部長〕
株式会社ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ･ｻﾝﾛｰｾﾞへ出向
〔経営管理本部長〕

渉

萬喜 秀憲
武内 英明
小島 匡史
早水 友理子

ＭＤ本部 呉服部京都店呉服部長

梅原 誠司

人事部 人事・採用育成担当職

海東 千裕

ＭＤ本部
婦人服・雑貨・特選・宝飾品ディビジョン

木島 悠里

バイヤー
大阪店 店営業企画担当職

久世 公一

経営戦略部 経営戦略担当職

石崎

礼

（関連会社出向者の職務変更）
新

職 務

旧

職 務

株式会社ジェイアール東海髙島屋

株式会社ジェイアール東海髙島屋

〔営業第３部長〕

〔営業第２部長〕

株式会社髙島屋友の会

株式会社髙島屋友の会

〔取締役事業戦略部長〕

〔総務部チームマネジャー〕

氏

名

橋本 匡司
酒本 誠也

新

職 務

旧

職 務

株式会社ｱｰﾙ･ﾃｨｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

株式会社ｱｰﾙ･ﾃｨｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

〔取締役管理本部長〕

〔商品開発部長〕

たまがわ生活文化研究所株式会社

たまがわ生活文化研究所株式会社

〔取締役営業部長〕

〔取締役企画担当〕

氏
桂

名
由里子

宮岡 伸彰

※ 尚、グループ会社役員については、各社の株主総会ならびに取締役会において、正式に決定する
予定です。
以

上

