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新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

【営業本部】

営業政策部自主MD推進部長 山　岡　　　朗 阪急本店ラグジュアリー婦人服販売統括部長

営業政策部D&Cマネジメント部長 山　西　　　智 営業政策部D&Cマネジメント担当

CS推進室CS企画部長 山　本　典　章 CS推進室CS企画担当

CS推進室販売教育部長 青　木　　　隆 CS推進室教育企画担当

MD業務推進室長 岡　田　幸　是 営業政策部自主MD推進担当

顧客施策推進室長 川　上　　　智 梅田事業販売促進部統括部長兼宣伝広報部長

顧客施策推進室顧客施策企画部長 西　本　寛　典 顧客施策推進室長

顧客施策推進室カード運営部長 福　田　裕一郎 顧客施策推進室カード運営担当

予算編成部長 竹　島　章　倫 予算編成担当

〔第１店舗グループ〕

阪急本店営業企画部営業企画部長 相　見　正　明 阪急本店マーケティング５部企画担当

阪急本店営業企画部顧客開拓企画部長 山　元　秀　行 阪急本店販売促進部プロモーション計画部長

阪急本店販売促進部プロモーション計画部長 吉　田　篤　史 梅田事業販売促進部販促計画部長

阪急本店販売促進部宣伝広報部長 林　　　秀　之
阪急本店販売促進部プロモーション計画部プロモー
ション計画担当

阪急本店婦人服販売統括部ミドル＆シニア婦人服販
売部長

志　賀　明　子

阪急本店婦人服販売統括部L＆T婦人服販売部長 梅　田　　　潔 阪急本店婦人服販売統括部婦人服催事販売部長

阪急本店婦人服販売統括部婦人服催事販売部長 久次米　昌　博 阪急本店婦人服販売統括部L＆T婦人服販売部長

阪急本店ラグジュアリー婦人服販売統括部長 松　本　峰次郎 阪神本店婦人服販売統括部長

阪急本店ラグジュアリー婦人服販売統括部インター
ナショナルバッグ＆ジュエリー販売部長

濱　田　大　輔

阪急本店ラグジュアリー婦人服販売統括部インター
ナショナルブティックス販売部長

宮　田　　　徹 阪急本店マーケティング５部企画担当

阪急本店リビング営業統括部営業企画部長 川　島　清　史
阪急本店リビング営業統括部食器・家庭雑貨販売部
長

阪急本店リビング営業統括部食器・家庭雑貨販売部
長

柳　生　雅　伸

阪急本店イングス・紳士服洋品販売統括部長兼営業
企画部長

溝　畑　　　務
阪急本店イングス・紳士服洋品販売統括部紳士服洋
品販売部長兼営業企画部長
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（注）＿＿は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

阪急本店イングス・紳士服洋品販売統括部イングス
販売部長

西　川　明　一
第３店舗グループリビング商品統括部リビング用品
商品部長

阪急本店イングス・紳士服洋品販売統括部紳士服洋
品販売部長

井　上　徹　治
阪急本店イングス・紳士服洋品販売統括部イングス
販売部長

阪急本店フード販売統括部生鮮・日配品販売部長 正　路　浩一郎
第３店舗グループフード商品統括部グロッサリー・
日配品・リカー商品部長

阪急本店フード販売統括部グロッサリー・リカー販
売部長

三　間　重　述

阪急本店レストラン・カフェ営業統括部レストラ
ン・カフェ販売部長

藤　井　裕　幸
第３店舗グループフード商品統括部洋菓子・ベーカ
リー商品部長

阪急メンズ大阪店長兼パーソナルサービス部長 猿　木　哲　郎 阪急メンズ大阪店長兼CS推進部長

阪急メンズ大阪紳士洋品雑貨販売部長 寄　川　博　之
阪急メンズ紳士服商品統括部紳士雑貨商品部長兼都
筑阪急紳士雑貨MD担当

阪急メンズ大阪ビジネス＆カジュアル販売部長兼
CS推進部長

松　井　隆　明 阪急メンズ大阪紳士洋品雑貨販売部長

阪急メンズ東京パーソナルサービス部長 西ケ峰　充　宏

阪急メンズ東京紳士洋品雑貨販売部長 吉　川　剛　史 都筑阪急ライフスタイル営業部長

都筑阪急店長兼CS・営業企画部長兼ライフスタイ
ル営業部長

三　浦　道　明 都筑阪急店長兼CS・営業企画部長

大井食品館食品営業部長兼CS・営業企画部長 松　井　清　乃 大井食品館CS・営業企画部長

第一婦人服商品統括部長 佃　　　尚　明 第二婦人服商品統括部婦人服第三商品部長

第一婦人服商品統括部婦人服第一商品部長 民　谷　　　啓
ラグジュアリー商品統括部婦人インターナショナル
デザイナーズ商品部長

第一婦人服商品統括部婦人服第二商品部長 武　田　健　二 西宮阪急婦人服販売部長

第一婦人服商品統括部婦人服第三商品部長 武　藤　千香子 第一婦人服商品統括部婦人服第一商品部長

ラグジュアリー商品統括部宝飾時計商品部長 瀧　岡　英　憲
ラグジュアリー商品統括部インターナショナルバッ
グ＆ジュエリーギャラリーズ商品部長

阪急メンズ紳士服商品統括部紳士雑貨商品部長 小　原　徹　也 阪急メンズ紳士服商品統括部紳士洋品商品部長

阪急メンズ紳士服商品統括部紳士洋品商品部長 豊　川　浩　二 阪急メンズ東京洋品雑貨販売部長

スポーツ用品商品統括部長兼第一スポーツ用品商品
部長

今　井　一　博 堺北花田阪急服飾品販売部長

スポーツ用品商品統括部第二スポーツ用品商品部長 矢　木　浩　史 スポーツ用品商品統括部スポーツ用品商品部長

子供商品統括部第一子供服商品部長 島　貫　靖　志 子供商品統括部子供服商品部長

子供商品統括部ベビー・雑貨・玩具商品部長 下　澤　亜由美

子供商品統括部第二子供服商品部長 渡　邊　雅　士
第３店舗グループ子供服商品統括部長兼子供服商品
部長

フード商品統括部MD業務推進部長 堀　本　　　潔 フード商品統括部MD計画担当

（注）＿＿は変更部分
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フード商品統括部生鮮商品部長 大　澤　　　健 堺北花田阪急食品販売部長

〔第２店舗グループ〕

阪神本店総務部統括部長 加　島　浩　一 阪神本店リビング・呉服販売統括部長

阪神本店総務部経理・計算部長 藤　木　孝　一
第１店舗グループ梅田事業事務センター計算部計算
業務担当

阪神本店販売促進部プロモーション計画部長 中　野　貴　薫 阪神本店販売促進部宣伝部長

阪神本店販売促進部催事部長 福　田　　　学
紳士服・スポーツ・子供用品商品統括部スポーツ用
品商品部長兼阪神本店紳士服・スポーツ・子供用品
販売統括部スポーツ用品販売部長

阪神本店販売促進部装飾部長 西　　　重　徳 阪神本店フード販売統括部営業企画部長

阪神本店販売促進部宣伝広報部長 竹　下　　　論

阪神本店CS推進部統括部長 池　田　　　澄 阪神本店フード販売統括部食堂部長

阪神本店婦人服営業統括部長 山　田　秀　人 婦人服商品統括部長兼婦人服催事商品部長

阪神本店婦人服営業統括部営業企画部長 小　林　信　一
阪神本店紳士服・スポーツ・子供用品販売統括部営
業企画部長

阪神本店婦人服営業統括部アダルト婦人服販売部長 西　村　直　子 婦人服商品統括部婦人服第一商品部長

阪神本店婦人服営業統括部ミドル婦人服販売部長 江　木　麻　子 阪神本店婦人服販売統括部アダルト婦人服販売部長

阪神本店婦人服営業統括部サイズ婦人服販売部長 江　村　美紀子

阪神本店婦人服営業統括部アダルト婦人服商品部長 松　本　　　努 婦人服商品統括部婦人服第二商品部長

阪神本店婦人服営業統括部ミドル婦人服商品部長 登　　　俊　尚 婦人服商品統括部婦人服第三商品部長

阪神本店婦人服営業統括部サイズ婦人服商品部長 齋　藤　智　子 阪神本店婦人服販売統括部営業企画部長

阪神本店婦人服営業統括部催事商品部長 北　島　郁　也
阪神本店リビング・呉服販売統括部宝飾・美術・文
具販売部長

阪神本店婦人服飾品営業統括部化粧品営業部長 安　永　忠　雄 婦人服飾品商品統括部化粧品・リラクシア商品部長

阪神本店婦人服飾品営業統括部婦人靴・バッグ販売
部長

兵　頭　直　城
第１店舗グループ婦人服飾品商品統括部婦人靴商品
部シニアバイヤー

阪神本店婦人服飾品営業統括部催事商品部長 高　味　洋　和
阪神本店婦人服販売統括部サイズ・催事婦人服販売
部長

阪神本店紳士服・スポーツ・子供用品営業統括部営
業企画部長

猪　飼　　　理

阪神本店紳士服・スポーツ・子供用品営業統括部紳
士・スポーツ用品販売部長

猿　丸　直　樹
阪神本店婦人服飾品販売統括部婦人靴・ハンドバッ
グ販売部長

阪神本店紳士服・スポーツ・子供用品営業統括部紳
士・スポーツ用品商品部長

池　田　成　信
紳士服・スポーツ・子供用品商品統括部紳士雑貨商
品部長

阪神本店リビング・呉服・美術・宝飾品営業統括部
長

杉　本　敦　史 阪神本店リビング・呉服販売統括部営業企画部長
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阪神本店リビング・呉服・美術・宝飾品営業統括部
営業企画部長

辰　巳　直　弘 リビング商品統括部長

阪神本店リビング・呉服・美術・宝飾品営業統括部
呉服・美術・宝飾品営業部長

和　田　忠　良
阪神本店リビング・呉服販売統括部呉服営業部長兼
贈答品販売部長

阪神本店リビング・呉服・美術・宝飾品営業統括部
催事商品部長

奥　濱　　　聡 リビング商品統括部宝飾・美術・文具商品部長

阪神本店フード営業統括部長 小　林　一　光 阪神本店フード販売統括部長

阪神本店フード営業統括部営業企画部長 萬　代　俊　哉 阪神本店販売促進部店内催事部長

阪神本店フード営業統括部商品企画部長 西　　　達　郎 フード商品統括部長

阪神本店フード営業統括部和・洋菓子販売部長 碓　井　英　夫 あまがさき阪神店長兼食品販売部長

阪神本店フード営業統括部食堂部長 田　嶋　裕　治 フード商品統括部生鮮商品部長

阪神本店フード営業統括部生鮮・惣菜商品部長 中　尾　康　宏 フード商品統括部グロッサリー・リカー商品部長

阪神本店フード営業統括部グロッサリー・リカー商
品部長

水　畑　　　淳

あまがさき阪神店長兼食品営業部長 丸　山　英　樹 フード商品統括部惣菜商品部長

〔第３店舗グループ〕

店舗事業計画部事業計画部長 川　瀬　優　一 営業本部ＭＤ業務推進室取引先管理・倉庫管理担当

販売指導部長 武　田　陽　子 営業本部ＣＳ推進室販売教育担当

千里阪急総務部長 吉　田　伸　夫
阪神本店紳士服・スポーツ・子供用品販売統括部長
兼紳士服・雑貨販売部長

千里阪急食品販売部長 中　島　剛　士 フード商品統括部フード催事商品部長

川西阪急紳士服・子供服販売部長 柳　下　仁　志
堺北花田阪急子供服・リビング販売部長兼紳士服販
売部長

西宮阪急店長兼営業企画部長 松　本　一　彦 宝塚阪急店長兼ＣＳ・営業企画部長

西宮阪急ＣＳ推進部長 牛　尾　直　美 西宮阪急ＣＳ推進部ＣＳ推進担当

西宮阪急婦人服販売部長 杉　崎　　　聡 商品開発部婦人服商品開発部長

西宮阪急紳士服・スポーツ販売部長 片　岡　　　貢 川西阪急紳士服・子供服販売部長（店次長）

宝塚阪急店長兼総務部長兼ＣＳ・営業企画部長 水　谷　　　剛 フード商品統括部長

宝塚阪急食品販売部長 北　村　健　一 フード商品統括部生鮮商品部長

堺北花田阪急婦人服・服飾品販売部長 谷　村　修　一 堺北花田阪急婦人服販売部長

堺北花田阪急紳士服・子供服・リビング販売部長 山　内　孝　之 宝塚阪急総務部長（店次長）

（注）＿＿は変更部分
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堺北花田阪急食品販売部長 武　居　竜　也 宝塚阪急食品販売部長

婦人服飾品商品統括部服飾品催事商品部長 山　口　章　寛 第１店舗グループスポーツ用品商品統括部長

リビング商品統括部長兼リビング催事商品部長 乾　　　良　光
第１店舗グループリビング商品統括部寝装品・ファ
ブリック商品部シニアバイヤー

リビング商品統括部リビング用品商品部長 大　宮　健　二

フード商品統括部長 薙　野　孝　俊 第１店舗グループフード商品統括部生鮮商品部長

フード商品統括部生鮮商品部長 早　田　健　一 阪急本店フード販売統括部生鮮・日配品販売部長

フード商品統括部グロッサリー・日配品・リカー商
品部長

西　田　健　二
阪急本店フード販売統括部グロッサリー・リカー販
売部長

フード商品統括部銘店・和菓子商品部長 森　田　健　次 千里阪急食品販売部長

フード商品統括部洋菓子・ベーカリー商品部長 中　岡　秀　起 フード商品統括部銘店・和菓子商品部長

フード商品統括部フード催事商品部長 児　玉　　　洋
第１店舗グループフード商品統括部フード催事商品
部催事担当

【営業本部】

お得意様外商部大阪中央エリア部長 植　芝　　　馨 お得意様外商部事業計画担当

お得意様外商部神戸・広域エリア部長 吉　田　裕　則 お得意様外商部神戸・広域エリア部外販担当

（グループ海外事業部）

寧波阪急準備室計画担当 中　井　健一郎 グループ海外事業部海外事業計画担当

寧波阪急準備室管理担当 吉　松　宏　之 経理室長

寧波阪急準備室管理担当 猿　橋　弘　治 エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社出向

寧波阪急準備室MD担当 加　藤　清　久
第１店舗グループ第一婦人服商品統括部婦人服第二
商品部長

寧波阪急準備室MD担当 佐々木　智　之 西宮阪急紳士服・スポーツ販売部長

寧波阪急準備室MD担当 北　谷　匡　司 グループ海外事業部海外事業計画担当

寧波阪急準備室MD担当 杉　田　真　弓 グループ海外事業部海外事業計画担当

寧波阪急準備室MD担当 清　水　武　將 株式会社阪食出向

寧波阪急準備室MD担当 布　施　啓　裕 株式会社ハロードッグ出向

【管理本部】

総務室東京総務部長 山　下　裕　功 総務室総務東京担当

（注）＿＿は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

総務室個人情報管理部長 中　　　成　悟 総務室個人情報担当

総務室安全対策部長 寺　井　秀　一 総務室総務部総務担当

人事室人事第１部長 松　尾　泰　文
阪急本店レストラン・カフェ営業統括部営業企画部
長

人事室人事第２部長 佐　藤　恵　子 株式会社阪急ジョブ・エール出向

人事室人事業務部長 額　田　雅　文 人事室要員施策担当

人事室福利厚生部長 岩　村　暢　之 人事室契約社員人事部長

業務効率推進室長 太　田　　　茂 業務効率推進室物流部長

業務効率推進室業務改善推進部長 山　口　　　浩 株式会社阪急クオリティーサポート出向

業務効率推進室物流部長 鈴　木　幸　三 業務効率推進室物流部物流担当

ＣＭ室長 高　野　圭　史 西宮阪急店長兼営業企画部長兼CS推進部長

ＣＭ室設備管理部長 中　村　晋　也

（注）＿＿は変更部分


