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株式会社　阪急阪神百貨店

組織変更並びに人事異動について
（２００９年１０月１日付）

【組織再編について】

① 営業政策室の改称と役割
　　営業政策室を営業政策グループに改称する。
　　　　マーケティング部をマーケティング室に改称し、マーケティング部と営業企画部を
　　　　新設する。
　　　　営業企画部は通販プロジェクト、アズユー、その他社会的ニーズに対応する
　　　　営業施策上の提案を行う。
　　　　　　　　　　 ｅｘ．売却商品の下取り・インフルエンザ対策売場の提案等。
　　　　ＭＤ政策部をＭＤ政策室に改称し、現行の役割に以下の機能を加え明確化する。
　　　　　・セントラルＭＤ推進事務局
　　　　　・商品開発推進事務局
　　　　　・ユニットの組織編成、ならびにユニット利益管理

② 梅田３事業部の改編
　・梅田事業販売促進部
　　梅田エリア３店（阪急百貨店本店、メンズ館、阪神百貨店本店）の販促・宣伝活動を
　　担い、販促計画部を新設する。
　・梅田事業顧客サービス部
　　顧客サービス企画部、顧客案内情報部を新設し、顧客サービス企画部は両本店の
　　パブリックサービスのあり方を企画する。顧客案内情報部は店内放送、電話交換、
　　売場の移動情報管理を行う。
　・梅田事業店舗運営部
　　販売業務運営部、カード運営部を新設し、販売業務運営部は催場の販売員の運用計画と
　　管理を行う。
　  なお、同カード運営部新設に伴い、阪急本店・阪神本店のカード運営部は廃止する。

③ 支店の商販体制の改編
　・ファッション事業商品部支店店舗担当に営業政策部を新設し、マーケティング、
　　ワールドコンセプト策定、ならびにセントラルＭＤ推進、商品開発の役割を担う。
　・各店のＭＤ推進のため商品部長、バイヤーを各店に配置する。

④ 阪急本店縮小による販売部の再編・名称変更
　・婦人服第一営業統括部の現行の各部を再編し、アダルト・ミドル婦人服販売部、
　　シニア・フォーマル婦人服・婦人肌着・催事販売部、Ｌ＆Ｔサイズ婦人服販売部を
　　設置する。
　・婦人服飾品営業統括部のアクセサリー販売部、シーズン雑貨販売部を再編し、
　　アクセサリー・シーズン雑貨販売部を設置する。
　・フード営業統括部の洋菓子・ベーカリー販売部、グロッサリー・日配品・リカー販売部
　　を再編し洋菓子・ベーカリー・グロッサリー・日配品・リカー販売部を設置する。また、
　  レストラン部を廃止する。
　・リビング・呉服・催事営業統括部の美術・趣味用品販売部、呉服部を再編し、
　　美術・呉服・趣味洋品販売部を設置する。
　・イングス・子供服営業統括部のウｴルネス販売部を廃止する。
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⑤ その他部門の廃止
  ・マーケティング部アズユー担当を廃止する。
  ・梅田両本店店舗運営部の営業支援部を廃止し、営業支援部、業務部を庶務業務部に再編
　  する。
  ・外商事業部御得意様外商部建装カンパニー部を廃止する。

⑥ 担当執行役員の変更
  ・鈴木執行役員　（　担当　）
                      子供服事業商品部、テーマＭＤ開発事業部
　　　　　　　　　    イングス・子供服営業統括部、美容・健康・子供服用品営業統括部
                      （Ｈ２Ｏ関連）阪急ホームスタイリング、阪急ハロードッグ、
                      阪急アイウエア、ハートダイニングの代表取締役
  ・武田執行役員　（　担当　）
                      ファッション事業商品部梅田店舗担当付、婦人服第二営業統括部
                      四条河原町阪急、有楽町阪急



【役員担当業務の変更について】

新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

執行役員
子供服事業商品部、テーマＭＤ開発事業部担当

鈴　木　　　　篤
執行役員
支店第三店舗事業部長、子供服事業商品部、テーマ
ＭＤ開発事業部担当

執行役員
支店第三店舗事業部長、ファッション事業商品部梅
田店舗担当付

武　田　　　　肇
執行役員
ファッション事業商品部梅田店舗担当付

（注）下線は変更部分



【人事異動について】

＜部長クラス＞

新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

マーケティング室　部長 藤　下　　進　一 マーケティング部マーケティング担当部長

マーケティング室マーケティング部長 橋　本　　裕　一

マーケティング室営業企画部長 野　口　　欣　広 マーケティング部マーケティング担当部長

ＭＤ政策室ＭＤ政策担当部長 松　林　　　　功 阪急本店婦人服飾品営業統括部営業計画部長

ＭＤ政策室ＭＤ政策担当部長 志　水　　康　之
支店店舗事業フード商品統括部洋菓子・ベーカリー
商品部長

ＣＳ推進室長兼梅田事業顧客サービス部統括部長兼
顧客サービス企画部長兼阪急本店顧客サービス部統
括部長

今　道　　俊　弘 ＣＳ推進室長兼阪急本店顧客サービス部統括部長

博多阪急事業部総務担当部長 池　嶋　　　　勝 博多阪急事業部博多阪急事業担当部長

博多阪急事業部営業計画担当部長 松　田　　英　人 博多阪急事業部博多阪急事業担当部長

博多阪急事業部婦人洋品・スポーツ担当部長 平　山　　弘　明 博多阪急事業部博多阪急事業担当部長

博多阪急事業部服飾品担当部長 西　村　　克　郎 有楽町阪急服飾品商品部長

博多阪急事業部婦人服担当部長 加　藤　　　　誠
阪急本店婦人服第一営業統括部ミドル＆シニア・
フォーマル婦人服販売部長

博多阪急事業部紳士服・洋品担当部長兼統一阪急事
業部部長

大　森　　博　隆
メンズ館紳士服商品統括部ビジネスウエア商品部長
兼メンズ館紳士服洋品営業統括部ビジネスウエア商
品部長兼統一阪急事業部部長

博多阪急事業部食品担当部長 金　森　　　　久 博多阪急事業部部長

第二事業計画部営業計画担当部長 田　島　　晴　也 第二事業計画部改装計画担当部長

第二事業計画部予算計画管理担当部長 酒　井　　洋　一 第二事業計画部予算計画担当部長

梅田事業販売促進部統括部長兼阪急本店販売促進部
統括部長

宮　武　　昭　宏
販売促進統括部統括部長兼阪急本店販売促進部統括
部長

梅田事業販売促進部販促計画部長 川　上　　    智 阪急本店販売促進部プロモーション計画部長

梅田事業販売促進部装飾部長 山　下　　耕　一 阪急本店販売促進部装飾部長

梅田事業店舗運営部カード運営部長 宮　本　　朋　幸
阪急本店店舗運営部カード運営部長兼阪神本店店舗
運営部カード運営部長

阪急本店販売促進部プロモーション計画部長 山　元　　秀　行 販売促進統括部宣伝部長

（注）下線は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

阪急本店顧客サービス部案内サービス部長兼梅田事
業顧客サービス部顧客案内情報部長

井　上　　詔　章 阪急本店顧客サービス部顧客案内サービス部長

阪急本店店舗運営部統括部長兼梅田事業店舗運営部
統括部長

山　本　　　　隆
阪急本店店舗運営部統括部長兼営業支援部長兼梅田
事業店舗運営部統括部長

阪急本店店舗運営部庶務業務部長 多　田　　誠一朗 阪急本店店舗運営部業務部長

阪急本店婦人服第一営業統括部アダルト・ミドル婦
人服販売部長

佐　藤　　花　世
阪急本店婦人服第一営業統括部アダルト婦人服・婦
人肌着販売部長

阪急本店婦人服第一営業統括部シニア・フォーマル
婦人服・婦人肌着・催事販売部長

木　本　　明　美 阪急本店婦人服第一営業統括部催事婦人服販売部長

阪急本店婦人服第一営業統括部Ｌ＆Ｔサイズ婦人服
販売部長

松　岡　　千　里
阪急本店婦人服第一営業統括部Ｌ＆Ｔ・Ｓサイズ婦
人服販売部長

阪急本店婦人服第二営業統括部販売統括部長兼営業
計画部長

酒　井  　裕　一
阪急本店婦人服第二営業統括部販売統括部長兼営業
計画部長兼インターナショナルデザイナーズ婦人服
販売部長

阪急本店婦人服第二営業統括部インターナショナル
デザイナーズ婦人服販売部長

岡　本　　貢　一 第二外商事業部茨木・高槻エリア部長

阪急本店婦人服飾品営業統括部営業計画部長 吉　田　　和　弘 ＭＤ政策部ＭＤ政策担当部長

阪急本店婦人服飾品営業統括部アクセサリー・シー
ズン雑貨販売部長

伊　藤　　　　栄
阪急本店婦人服飾品営業統括部アクセサリー販売部
長

阪急本店リビング・呉服・催事営業統括部寝装品
ファブリック販売部長

三　尾　　知　由
阪急本店リビング・呉服・催事営業統括部美術・趣
味用品販売部長

阪急本店リビング・呉服・催事営業統括部美術・呉
服・趣味用品販売部長兼阪神本店リビング商品統括
部呉服商品部長

田　中　　好　孝
阪急本店リビング・呉服・催事営業統括部呉服部長
兼阪神本店リビング商品統括部呉服商品部長

阪急本店イングス・子供服営業統括部スポーツ用品
販売部長

町　中　　　　健
阪神本店紳士服・スポーツ用品・催事営業統括部ス
ポーツ用品販売部長

阪神本店顧客サービス部案内サービス部長兼顧客サ
ロン部長

宇佐美　　幸　男 阪神本店顧客サービス部顧客案内サービス部長

阪神本店顧客サービス部案内サービス部インフォ
メーション担当部長

三　村　　和　幸 阪神本店販売促進部装飾部長

阪神本店店舗運営部庶務業務部長 村　川　　暢　夫　阪神本店店舗運営部業務部長

阪神本店店舗運営部安全管理部安全管理担当部長 篤　本　　俊　樹 販売促進統括部宣伝・装飾管理部長

阪神本店婦人服飾品営業統括部化粧品販売部長 梶　野　　　　泉

阪神本店婦人服飾品営業統括部アクセサリー・シー
ズン雑貨販売部長

近　江　　永　郎
阪神本店婦人服飾品営業統括部化粧品販売部長兼ア
クセサリー・シーズン雑貨販売部長

阪神本店紳士服・スポーツ用品・催事営業統括部販
売統括部長

伊　野　　雅　之 業務効率推進室長兼業務改善推進部長

阪神本店美容・健康・子供用品営業統括部リラクシ
ア販売部長兼テーマＭＤ開発統括部美容・健康ＭＤ
開発部長兼博多阪急事業部婦人洋品・スポーツ担当
部長

杉　田　　真　弓
阪神本店美容・健康・子供用品営業統括部リラクシ
ア販売部長兼テーマＭＤ開発統括部美容・健康ＭＤ
開発部長兼博多阪急事業部博多阪急事業担当部長

（注）下線は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

メンズ館紳士服洋品営業統括部ビジネス＆カジュア
ル販売部長

矢  野        寛
阪急本店イングス・子供服営業統括部スポーツ用品
販売部長

御得意様外商部外商商品計画第一部長 佐　藤　　忠　志 御得意様外商部外商商品計画部長

御得意様外商部外商商品計画第二部長 紙　谷　　　　実 御得意様外商部外商販売促進部長

御得意様外商部外商支援部外商支援担当部長 曾　我　　義　明 御得意様外商部建装カンパニー部長

御得意様外商部口座管理部長 橋　本　　達　雄 第二外商事業部ゴールドカード担当第一部長

第一外商事業部法人外商部長 青　木　　繁　実 第一外商事業部法人外商第一部長

第一外商事業部法人外商部法人外販担当部長 佐　治　　柳　一 第一外商事業部法人外商第二部長

第二外商事業部茨木・高槻エリア部長 吉　田　　裕　則

第二外商事業部ゴールドカード担当部長 赤　川　　勝　彦 第二外商事業部ゴールドカード担当第二部長

事業計画統括部支店販促部長 西　本　　寛　典
堺 北花田阪急紳士服・子供服・リビング販売部長
兼営業計画部長

千里阪急店長兼営業計画部長 後　藤　　健　志 宝塚阪急店長兼営業計画部長

千里阪急婦人服・服飾品販売部長 長谷川    稔  洋
阪急本店婦人服飾品営業統括部シーズン雑貨販売部
長

千里阪急食品販売部長 大　澤　　　　健 宝塚阪急食品販売部長

川西阪急婦人服・服飾品販売部長 澤　田　　　　清
阪急本店イングス・子供服営業統括部ウェルネス販
売部長

川西阪急子供服・リビング販売部長 亀　井　　一　夫 川西阪急リビング販売部長

宝塚阪急店長兼営業計画部長 髙　橋　　正　明

宝塚阪急食品販売部長 金　田　　康　浩
阪急本店フード商品統括部洋菓子・ベーカリー商品
部長

西宮阪急婦人服・服飾品販売部長 渕　上　　俊　一 千里阪急服飾品販売部長

西宮阪急リビング販売部長 武　田　　美　好
阪急本店リビング・呉服・催事営業統括部寝装品
ファブリック販売部長

堺北花田阪急店長兼営業計画部長兼子供服・リビン
グ販売部長

松　本　　峰次郎 堺 北花田阪急店長

あまがさき阪神店長兼販売部長 玉　利　　健太郎 尼崎阪神開店準備室長兼販売部長

有楽町阪急店長兼営業計画部長兼総務部長兼服飾品
商品部長

中　尾　　勝　賴 有楽町阪急店長兼営業計画部長兼総務部長

（注）下線は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

阪急本店婦人服商品統括部開発ＭＤ担当部長 民　谷　　　　啓
阪急本店婦人服商品統括部アダルト婦人服・婦人肌
着商品部長兼阪急本店婦人服第一営業統括部アダル
ト婦人服・婦人肌着商品部長

阪急本店婦人服商品統括部アダルト・ミドル婦人服
商品部長兼阪急本店婦人服第一営業統括部アダル
ト・ミドル婦人服商品部長

大　原　　加津子
阪急本店婦人服商品統括部ミドル＆シニア・フォー
マル婦人服商品部長兼阪急本店婦人服第一営業統括
部ミドル＆シニア・フォーマル婦人服商品部長

阪急本店婦人服商品統括部シニア・フォーマル婦人
服・婦人肌着・催事商品部長兼阪急本店婦人服第一
営業統括部シニア・フォーマル婦人服・婦人肌着・
催事商品部長

鈴　木　　康　弘
阪急本店婦人服商品統括部催事婦人服商品部長兼阪
急本店婦人第一営業統括部催事婦人服商品部長兼支
店店舗担当婦人服商品統括部催事婦人服商品部長

阪急本店婦人服商品統括部Ｌ＆Ｔサイズ婦人服商品
部長兼阪急本店婦人服第一営業統括部Ｌ＆Ｔサイズ
婦人服商品部長

松　本　　　　努
阪急本店婦人服商品統括部Ｌ＆Ｔ・Ｓサイズ婦人服
商品部長兼阪急本店婦人服第一営業統括部Ｌ＆Ｔ・
Ｓサイズ婦人服商品部長

メンズ館紳士服商品統括部紳士雑貨商品部長兼メン
ズ館紳士服洋品営業統括部紳士雑貨商品部長兼統一
阪急事業部長

佐々木　　智　之
メンズ館紳士服商品統括部紳士雑貨商品部長兼メン
ズ館紳士服洋品営業統括部紳士雑貨商品部長

阪神本店紳士服商品統括部紳士服商品部長兼阪神本
店紳士服・スポーツ用品・催事営業統括部紳士服商
品部長

山　下　　泰　三
メンズ館紳士服洋品営業統括部ビジネス＆カジュア
ル販売部長

阪神本店紳士服商品統括部スポーツ用品商品部長兼
阪神本店紳士服・スポーツ用品・催事営業統括部ス
ポーツ用品販売部長兼スポーツ用品商品部長

竹　口　　藤　陽　
阪神本店紳士服商品統括部スポーツ用品商品部長兼
阪神本店紳士服・スポーツ用品・催事営業統括部ス
ポーツ用品商品部長

支店店舗担当営業政策部統括部長兼セントラル推進
担当部長

柏　原　　秀　紀 千里阪急店長兼営業計画部長兼婦人服販売部長

支店店舗担当営業政策部商品開発担当部長 桑　山　　美　穂
支店店舗担当婦人服商品統括部婦人服自前ＭＤ開発
部長

支店店舗担当婦人服商品統括部千里阪急担当部長 西　尾　　理　恵
支店店舗担当婦人服商品統括部ヤングアダルト・ア
ダルト婦人服第一商品部長

支店店舗担当婦人服商品統括部川西阪急・三田阪急
担当部長

吉　田　　義　隆
支店店舗担当婦人服商品統括部第一ミドル＆シニア
婦人服・フォーマル婦人服・婦人肌着商品部長

支店店舗担当婦人服商品統括部西宮阪急担当部長 杉　崎　　　　聡 西宮阪急婦人服販売部長

支店店舗担当婦人服商品統括部宝塚阪急担当部長兼
宝塚阪急販売部長

山　岡　　　　朗 川西阪急婦人服販売部長

支店店舗担当婦人服商品統括部堺北花田阪急担当部
長兼堺北花田阪急婦人服販売部長

久次米　　晶　博 神戸阪急服飾品販売部長

支店店舗担当婦人服商品統括部神戸阪急担当部長兼
神戸阪急婦人服販売部長

相　見　　正　明 宝塚阪急販売部長

支店店舗担当婦人服商品統括部阪神御影・阪神西
宮・あまがさき阪神担当部長兼支店店舗担当婦人服
飾品商品統括部阪神御影・阪神西宮・あまがさき阪
神担当部長兼支店店舗担当紳士服商品統括部阪神御
影・阪神西宮・あまがさき阪神担当部長

岡　田　　　　剛
支店店舗担当婦人服商品統括部第二ミドル＆シニア
婦人服商品部長

支店店舗担当婦人服商品統括部都筑阪急担当部長兼
都筑阪急婦人服販売部長

武　田　　健　二 都筑阪急婦人服販売部長

支店店舗担当婦人服飾品商品統括部千里阪急担当部
長

新　田　　幸太郎
支店店舗担当婦人服飾品商品統括部シーズン雑貨商
品部長

支店店舗担当婦人服飾品商品統括部川西阪急・三田
阪急担当部長

森　岡　　　　徹 川西阪急服飾品販売部長

（注）下線は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

支店店舗担当婦人服飾品商品統括部西宮阪急担当部
長

三　宅　　孝　治 西宮阪急服飾品販売部長

支店店舗担当婦人服飾品商品統括部宝塚阪急担当部
長

山　田　　正　子
支店店舗担当婦人服飾品商品統括部アクセサリー商
品部長

支店店舗担当婦人服飾品商品統括部堺北花田阪急担
当部長兼堺北花田阪急服飾品販売部長

武　次　　顕　人 堺 北花田阪急婦人服・服飾品販売部長

支店店舗担当婦人服飾品商品統括部神戸阪急担当部
長兼神戸阪急服飾品販売部長

宇　田　　博　史 神戸阪急婦人服販売部長兼営業計画部長

支店店舗担当婦人服飾品商品統括部都筑阪急担当部
長兼都筑阪急服飾品販売部長

神　田　　　　昇 都筑阪急服飾品販売部長

支店店舗担当紳士服商品統括部千里阪急担当部長兼
千里阪急紳士服販売部長

髙　濱　　和　夫
支店店舗担当紳士服商品統括部カジュアルウエア商
品部長

支店店舗担当紳士服商品統括部川西阪急・三田阪急
担当部長兼川西阪急紳士服販売部長

片　岡　　　　貢
支店店舗担当紳士服商品統括部メンズデザイナーズ
商品部長

支店店舗担当紳士服商品統括部西宮阪急担当部長兼
西宮阪急紳士服販売部長

橋　本　　浩　治 西宮阪急紳士服販売部長

支店店舗担当紳士服商品統括部堺北花田阪急担当部
長兼堺北花田阪急紳士服販売部長

池　田　　成　信
支店店舗担当紳士服商品統括部紳士洋品雑貨商品部
長

支店店舗担当紳士服商品統括部神戸阪急担当部長兼
神戸阪急紳士服販売部長

溝　畑　　　　務 千里阪急紳士服販売部長

支店店舗担当紳士服商品統括部都筑阪急担当部長兼
都筑阪急紳士服販売部長

宮　川　　浩　之 都筑阪急紳士服販売部長

阪急本店フード商品統括部洋菓子・ベーカリー商品
部長

近　石　　　　功 千里阪急食品販売部長

阪急本店フード商品統括部グロッサリー・日配品・
リカー商品部長兼阪急本店フード営業統括部洋菓
子・ベーカリー・グロッサリー・日配品・リカー販
売部長

北　川　　誠　二
阪急本店フード商品統括部グロッサリー・日配品・
リカー商品部長兼阪急本店フード営業統括部グロッ
サリー・日配品・リカー販売部長

支店店舗事業フード商品統括部洋菓子・ベーカリー
商品部長

藤　井　　裕　幸
阪急本店フード営業統括部洋菓子・ベーカリー販売
部長

店舗企画室長兼店舗企画部長兼支店店舗担当営業政
策部マーケティング担当部長

植　田　　明　男 店舗企画室長兼店舗企画部長

総務室品質管理部品質管理担当部長 山　口　　　　浩
阪神本店紳士服商品統括部紳士服商品部長兼阪神本
店紳士服・スポーツ用品・催事営業統括部紳士服商
品部長

支店総務業務室支店総務業務担当部長兼あまがさき
阪神総務部長

駒　田　　　　賢
支店総務業務室支店総務業務担当部長兼尼崎阪神開
店準備室総務部長

業務効率推進室長兼業務改善推進部長 河　内　　隆　行

（注）下線は変更部分




