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＜部長クラス＞

新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

【営業本部】

営業政策部店舗企画部長 西　井　 秀　麿 営業政策統括部店舗企画部店舗企画担当

マーケティング４部マーケティング企画部長 土　海　 宗　子 マーケティング室コトコトステージ企画担当

〔第１店舗グループ〕

梅田事業販売促進部販促計画部長 吉　田　 篤　史 梅田事業販売促進部宣伝広報部長

阪急本店総務部統括部長 多　田　 誠一朗 阪急本店総務部庶務業務部長

阪急本店総務部庶務業務部長 山　脇　 健　司 ＭＤ業務推進室ＭＤ業務部ＭＣＳＪ推進担当

阪急本店総務部お客様相談室部長 竹　本　 正　行 阪急メンズ大阪総務部長

阪急本店顧客サービス部顧客サロン部長 木　本　 明　美 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長 細　川　 象　理 第２店舗グループ婦人服商品統括部長

阪急本店婦人服販売統括部ヤング婦人服・洋品販売
部長

佐　伯 　友　康 阪急本店顧客サービス部顧客サロン部長

阪急本店婦人服販売統括部クラスキャラクターズ婦
人服販売部長

家　村　 信　康
阪急本店ラグジュアリー婦人服販売統括部インター
ナショナル婦人服販売部長

阪急本店婦人服販売統括部ミドル＆シニア婦人服・
洋品販売部長

松　岡　 千　里 阪急本店婦人服販売統括部Ｌ＆Ｔ婦人服販売部長

阪急本店婦人服販売統括部Ｌ＆Ｔ婦人服販売部長 久次米　 晶　博
阪急本店婦人服販売統括部ミドル＆シニア婦人服・
洋品販売部長

阪急本店婦人服販売統括部婦人服催事販売部長 梅　田　 　　潔
第二婦人服商品統括部Ｌ＆Ｔサイズ・フォーマル婦
人服商品部長

阪急本店婦人服飾品販売統括部長 佐　藤　 花　世
阪急本店婦人服販売統括部ヤング婦人服・洋品販売
部長

阪急本店婦人服飾品販売統括部シーズン雑貨販売部
長

荒　谷　 拓　也

阪急本店ラグジュアリー婦人服販売統括部インター
ナショナル婦人服販売部長

菅　　　 弘　樹
阪急本店婦人服販売統括部クラスキャラクターズ婦
人服販売部長

阪急本店リビング販売統括部寝装品・ファブリック
販売部長

下　川　 孝　弥
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

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

溝　畑　　 　務 阪急メンズ大阪紳士洋品雑貨販売部長

阪急本店子供服販売統括部営業企画部長 板　野　 英太郎
阪急本店子供服・呉服販売統括部営業企画部長兼子
供商品統括部ベビー・雑貨・玩具商品部長

阪急本店子供服販売統括部子供服販売部長 加　藤　 弘　幸 阪急本店子供服・呉服販売統括部子供服販売部長

阪急本店呉服営業統括部長 田　中　 好　孝 阪急本店子供服・呉服販売統括部長

阪急本店呉服営業統括部呉服営業部長兼営業企画部
長

豊　田　 多喜子
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新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

阪急本店フード販売統括部営業企画部長 岡　田　 　　卓 ＭＤ業務推進室営業法務・契約担当

阪急本店フード販売統括部生鮮・日配品販売部長 早　田　 健　一

阪急本店レストラン・カフェ営業統括部長 小　林　 　　賢 阪急本店フード販売統括部営業企画部長

阪急本店レストラン・カフェ営業統括部営業企画部
長

松　尾　 泰　文 阪急本店レストラン・カフェ営業統括部長

阪急メンズ大阪総務部長 植　田　 信　夫 宝塚阪急三田営業部営業担当

阪急メンズ大阪紳士洋品雑貨販売部長 松　井　 隆　明 阪急メンズ東京洋品雑貨販売部長兼ＣＳ推進部長

阪急メンズ大阪ビジネス＆カジュアル販売部長 橋　本　 浩　治 西宮阪急紳士服・スポーツ販売部長

阪急メンズ東京店長 溝　口　 博　之 第二婦人服商品統括部長

阪急メンズ東京洋品雑貨販売部長 豊　川　 浩　二

阪急メンズ東京ラグジュアリー紳士服販売部長兼Ｃ
Ｓ推進部長

中　村　 　　源 阪急メンズ東京ラグジュアリー紳士服販売部長

博多阪急総務部長兼カフェ・レストラン販売部長 北　村　 嘉　成 博多阪急総務部総務担当

博多阪急シニア婦人服洋品・スポーツ用品販売部長 入　江　 章　浩
博多阪急シニア婦人服洋品・スポーツ用品販売部ス
ポーツ用品担当

博多阪急食品販売部長 　谷　 貴　司
博多阪急食品販売部営業企画担当兼カフェ・レスト
ラン販売部品質管理担当

都筑阪急店長 三　浦　 道　明 都筑阪急ライフスタイル営業部長

都筑阪急総務部長 駒　形　 　　潤

都筑阪急ライフスタイル営業部長 　川　 剛　史 千里阪急紳士服販売部長

都筑阪急食品営業部長 平　野　 　　俊

マーケティング１部部長 橋　本　 有　子 婦人服飾品商品統括部婦人靴商品部長

第一婦人服商品統括部婦人服第一商品部長 武　藤　 千香子
第一婦人服商品統括部ヤングアダルト婦人服商品部
長

第一婦人服商品統括部婦人服第二商品部長 加　藤　 清　久

第二婦人服商品統括部婦人服第三商品部長 佃　　　 尚　明
第二婦人服商品統括部アップグレード婦人服商品部
長

第三婦人服商品統括部婦人服第四商品部長 井　戸　 博　美 婦人ファッション商品事業部担当役員付部長

第三婦人服商品統括部婦人服第五商品部長 大　原　 加津子
第二婦人服商品統括部ミドル＆シニア婦人服商品部
長

婦人服飾品商品統括部アクセサリー商品部長 大　野　 り　ま
婦人服飾品商品統括部アクセサリー商品部シニアバ
イヤー

婦人服飾品商品統括部婦人靴商品部長 前　田　 和　子
婦人ファッション商品事業部ライセンスビジネス営
業部長
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婦人服飾品商品統括部服飾品催事商品部長 佐　藤　 義　博 商品開発部婦人服飾品催事商品開発部長

子供商品統括部長兼阪急本店子供服販売統括部長 由　本　 雅　則 西宮阪急店長

スポーツ用品商品統括部長兼阪急本店イングス・紳
士服洋品販売統括部長

山　口　 章　寛
阪急本店イングス・紳士服洋品販売統括部営業企画
部長

〔第２店舗グループ〕

マーケティング２部部長 鈴　木　 健　三
第１店舗グループ第一婦人服商品統括部ヤング婦人
服商品部長

阪神本店総務部統括部長 池　嶋　 　　勝 博多阪急総務部統括部長

阪神本店総務部お客様相談室部長 後　藤　 圭　一 阪神本店婦人服販売統括部アダルト婦人服販売部長

阪神本店販売促進部宣伝部長 中　野　 貴　薫

阪神本店ＣＳ推進部統括部長 宮　本　 朋　幸 阪神本店総務部お客様相談室部長

阪神本店顧客サービス部統括部長 福　本　 浩　之 阪神本店ＣＳ推進部統括部長

阪神本店婦人服販売統括部長 松　本　 峰次郎 阪神本店紳士服・スポーツ・子供用品販売統括部長

阪神本店婦人服販売統括部アダルト婦人服販売部長 江　木 　麻　子 阪神本店婦人服販売統括部催事婦人服販売部長

阪神本店婦人服販売統括部サイズ・催事婦人服販売
部長

高　味 　洋　和 婦人服商品統括部ミドル婦人服商品部長

阪神本店婦人服飾品販売統括部化粧品・リラクシア
販売部長

松　田 　久美子
阪神本店婦人服飾品販売統括部リラクシア営業部長
兼婦人服飾品商品統括部リラクシア商品部長

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

猿　丸　 直　樹 婦人服飾品商品統括部婦人靴・バッグ商品部長

阪神本店紳士服・スポーツ・子供用品販売統括部長 吉　田 　伸　夫 株式会社阪急キッチンエール九州(出向)

阪神本店紳士服・スポーツ・子供用品販売統括部
紳士服・雑貨販売部長

宇　田　 博　史 宝塚阪急ファッション・リビング販売部長

阪神本店リビング・呉服販売統括部長 加　島　 浩　一 阪神本店総務部統括部長

阪神本店リビング・呉服販売統括部インテリア・家
庭用品販売部長

加　藤　 明　広
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

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

阪神本店フード販売統括部営業企画部長 西　　　 重　徳
阪神本店フード販売統括部グロッサリー・リカー販
売部長

阪神本店フード販売統括部グロッサリー・リカー販
売部長

吉　原　 政　志 阪神本店フード販売統括部営業企画部長

阪神本店フード販売統括部惣菜販売部長 大　西　 昌　浩 あまがさき阪神食品営業部長

あまがさき阪神食品販売部長兼総務部長兼営業企画
部長

松　林　 　　功 あまがさき阪神ＣＳ・営業企画部長兼総務部長

婦人服商品統括部長 山　田　 秀　人 阪神本店婦人服販売統括部長
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新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

婦人服商品統括部婦人服第一商品部長 西　村　 直　子 西宮阪急婦人服販売部長

婦人服商品統括部婦人服第二商品部長 松　本　 　　努
婦人服商品統括部アダルト婦人服商品部長兼サイズ
婦人服商品部長

婦人服商品統括部婦人服第三商品部長 坪　内　 和　也 フード商品統括部和・洋菓子商品部長

婦人服飾品商品統括部長 杉　田　 真　弓 堺北花田阪急店長

婦人服飾品商品統括部化粧品・リラクシア商品部長 安　永　 忠　雄
阪神本店婦人服飾品販売統括部化粧品販売部長兼婦
人服飾品商品統括部化粧品商品部長

婦人服飾品商品統括部アクセサリー・シーズン
ファッション雑貨商品部長

谷　辻　 直　貴
婦人服飾品商品統括部シーズン雑貨・ファッション
雑貨商品部長

婦人服飾品商品統括部婦人靴・バッグ商品部長 寺　村　 　　尚 堺北花田阪急服飾品営業部長

紳士服・スポーツ・子供用品商品統括部長 本　間　 　　孝 紳士服・スポーツ用品商品統括部長

リビング商品統括部長 辰　巳　 直　弘 阪神本店リビング・呉服販売統括部長

リビング商品統括部インテリア用品商品部長 三　尾　 知　由
阪神本店リビング・呉服販売統括部インテリア・家
庭用品販売部長

フード商品統括部生鮮商品部長 田　嶋　 裕　治 フード商品統括部生鮮・惣菜商品部長

フード商品統括部惣菜商品部長 丸　山　 英　樹

フード商品統括部和・洋菓子商品部長 坂　東　 重　厚 阪神本店フード販売統括部惣菜販売部長

〔第３店舗グループ〕

店舗事業計画部統括部長 奥　田　 真　司 株式会社エヌ・ティ・イー(出向)

マーケティング３部部長 川　西　 　　智 婦人服商品統括部アダルト婦人服商品部長

千里阪急店長 西　尾　 理　恵 都筑阪急店長

千里阪急婦人服販売部長兼服飾品販売部長 伊　吹　 　　顕 堺北花田阪急婦人服営業部長

千里阪急紳士服販売部長 平　井　 　　孝

川西阪急食品販売部長 金　田　 康　浩
フード商品統括部グロッサリー・日配品・リカー商
品部長

西宮阪急店長 高　野　 圭　史 阪急本店総務部統括部長

西宮阪急婦人服販売部長 武　田　 健　二
第１店舗グループ第一婦人服商品統括部アダルト婦
人服・婦人肌着商品部長

西宮阪急紳士服・スポーツ販売部長 佐々木　 智　之 阪急メンズ大阪ビジネス＆カジュアル販売部長

西宮阪急食品販売部長 山　口　 勝　信 川西阪急食品販売部長

宝塚阪急総務部長兼ファッション・リビング販売部
長

山　内　 孝　之 千里阪急婦人服販売部長兼服飾品販売部長
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新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

宝塚阪急三田販売部長 髙　瀬　 公　秀 リビング商品統括部リビング用品商品部長

堺北花田阪急店長 岩　﨑　 明　宏 グループ海外事業部統一阪急担当

堺北花田阪急婦人服販売部長 谷　村　 修　一

堺北花田阪急服飾品販売部長 今　井　 一　博

婦人服商品統括部長 平　山　 弘　明 博多阪急シニア婦人服洋品・スポーツ用品販売部長

婦人服商品統括部婦人服第一商品部長 渡　辺　 利　恵 婦人服商品統括部ヤングアダルト婦人服商品部長

子供商品統括部長 渡　邊　 雅　士 子供商品統括部子供服商品部長

フード商品統括部生鮮商品部長 北　村　 健　一

フード商品統括部グロッサリー・日配品・リカー商
品部長

正　路　 浩一郎 西宮阪急食品販売部長

フード商品統括部フード催事商品部長 中　島　 剛　士 株式会社阪急キッチンエール九州(出向)

【営業本部】

お得意様外商部大阪市内エリア部長 栂　　　 和　男 お得意様外商部新規開拓担当

お得意様外商部西宮・芦屋・東灘エリア部長 山　下　 泰　三
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

お得意様外商部京阪奈エリア部長 古　川　 哲　司 お得意様外商部大阪中央エリア部外販担当

【管理本部】

総務室品質管理部長 山　本　 与志人 第２店舗グループリビング商品統括部長

人事室長兼ダイバーシティー推進部長 樽　井　 俊　二 人材開発室長

業務効率推進室業務改善推進部長 民　田　 旨　謙
阪急本店レストラン・カフェ営業統括部営業企画部
長

ＣＭ室建築設備部長 貞　末　 伸　二 ＣＭ室建築設備部建築設備担当
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