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【役員の退任について】　＜２０１０年３月３１日付＞

　　常務執行役員　髙　地　　　　賢　〔支店店舗事業部長、ファッション事業商品部支店店舗担当〕

　　執行役員　　　小　谷　　　　明　〔外商事業部担当〕

　　執行役員　　　矢　田　　尚　志　〔支店店舗事業部副事業部長〕

【役員担当業務の変更について】＜２０１０年４月１日付＞

新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

代表取締役専務執行役員
梅田・博多店舗事業担当兼阪急本店長、営業政策担
当

内　山　　啓　治
代表取締役専務執行役員
梅田店舗事業部長兼阪急本店長、営業政策担当

取締役専務執行役員
博多阪急開店準備室担当

柳　澤　　興　平
取締役専務執行役員
博多阪急事業部長

取締役常務執行役員
阪神本店長、外商事業部担当

安　川　　　　茂
取締役常務執行役員
阪神本店長

常務執行役員
ファッション事業商品部、子供服事業商品統括部担
当

前　川　　　　明
常務執行役員
ファッション事業商品部梅田店舗担当

常務執行役員
フード事業商品統括部担当

北　部　　公　彦
常務執行役員
フード事業商品部担当

常務執行役員
阪急本店副本店長、リビング事業商品部、テーマＭ
Ｄ開発事業統括部担当

並　松　　　　誠
常務執行役員
阪急本店副本店長、リビング事業商品部担当

常務執行役員
営業政策副担当

原　　　　正　紀
執行役員
営業政策副担当

執行役員
ネット事業部担当

鈴　木　　　　篤
執行役員
子供服事業商品部、テーマＭＤ開発事業部担当

執行役員
阪急本店・メンズ館・博多阪急グループ 婦人服飾
品事業商品統括部担当

森　井　　規　文

執行役員
インターナショナル商品統括部、阪急本店・阪神本
店婦人服飾品商品統括部、阪急本店・阪神本店婦人
服飾品営業統括部担当

執行役員
支店店舗事業部担当

河　村　　隆　一
執行役員
支店店舗事業部副事業部長

執行役員
メンズ館館長、阪急本店・メンズ館・博多阪急グ
ループ 紳士服事業商品統括部担当

小　森　　栄　司
執行役員
メンズ館館長兼メンズ館紳士服商品統括部、阪神本
店紳士服商品統括部担当

執行役員
阪神本店副本店長、阪神本店・阪急阪神支店グルー
プ 紳士服事業商品統括部担当

片　岡　　慶　之
執行役員
阪神本店副本店長

執行役員
阪神本店・阪急阪神支店グループ 婦人服事業商品
統括部、婦人服飾品事業商品統括部担当

横　山　　　　勉
執行役員
阪急本店婦人服商品統括部、阪急本店婦人服第一営
業統括部担当

執行役員
阪急本店・メンズ館・博多阪急グループ ラグジュ
アリー事業商品統括部担当、有楽町阪急・四条河原
町阪急担当

武　田　　　　肇
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

（注）下線は変更部分



＜部長クラス＞

新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

マーケティング室マーケティング第一部長兼テーマ
ＭＤ開発統括部ライフスタイルＭＤ開発担当部長

橋　本　　裕　一 マーケティング室マーケティング第一部長

マーケティング室マーケティング第二部長兼マーケ
ティング第一部マーケティング担当部長兼テーマＭ
Ｄ開発統括部ライフスタイルＭＤ開発担当部長

藤　下　　進　一 マーケティング室マーケティング第二部長

ＭＤ政策室長 柏　原　　秀　紀
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

ＭＤ政策室ライセンス部長 土　屋　　知　子 商品事業部ライセンス部長

ＭＤ政策室ＭＤ業務部長 阿　部　　達　哉 商品事業部ＭＤ業務部長

顧客情報開発室長 西　谷　　正　弘
阪急本店インターネット営業統括部長兼ネット販売
企画部長

顧客情報開発室顧客情報分析担当部長 蔵　本　　宗　夫

営業政策グループ予算編成・経費管理部長 吉　松　　宏　之 営業政策グループ予算編成部長

ＣＳ推進室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

梅田・博多店舗事業部販売促進統括部長兼阪急本店
販売促進部統括部長

宮　武　　昭　宏
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

梅田・博多店舗事業部販売促進統括部販促計画部長
兼博多阪急事業サポート担当部長

川　上　　    智
梅田事業販売促進部販促計画部長兼博多阪急事業サ
ポート担当部長

梅田・博多店舗事業部販売促進統括部店外催事計画
部長

鈴　木　　稔　浩 梅田事業販売促進部店外催事計画部長

梅田・博多店舗事業部販売促進統括部ギフト計画部
長

松　本　　　　茂 梅田事業販売促進部ギフト計画部長

梅田・博多店舗事業部販売促進統括部装飾部長 山　下　　耕　一 梅田事業販売促進部装飾部長

梅田・博多店舗事業部販売促進統括部宣伝広報部長 吉　田　　篤　史

梅田・博多店舗事業部店舗運営部販売業務運営部長 森　　　　　　豊 梅田事業店舗運営部販売業務運営部長

阪急本店阪急百貨店お客様相談室部長 佐　藤　　忠　志 御得意様外商部外商商品計画第一部長

阪急本店事業計画部統括部長兼梅田・博多店舗事業
部事業計画統括部長

奥　田　　真　司 第一事業計画部統括部長

阪急本店事業計画部営業企画担当部長 相　見　　正　明
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

阪急本店事業計画部予算計画管理担当部長 安　藤　　司　郎 第一事業計画部予算計画管理担当部長

阪急本店販売促進部店内催事計画部長 矢　野　　　　剛 梅田事業販売促進部宣伝広報部長

阪急本店顧客サービス部案内サービス部長 井　上　　詔　章
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

阪急本店店舗運営部統括部長兼梅田・博多店舗事業
部店舗運営部統括部長

藤　本　　　　隆 第一外商事業部統括部長

阪急本店店舗運営部計算部長兼事業開発室後方施設
企画部後方施設企画担当部長

美　馬　　俊　司
支店総務業務室支店総務業務担当部長兼宝塚阪急総
務部長兼三田阪急総務部長

阪急本店婦人服第二営業統括部ラグジュアリー婦人
服販売部長

花　谷　　典　男

阪急本店婦人服第二営業統括部ジュエリー＆ウォッ
チ販売部長

岡　本　　貢　一
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

阪急本店婦人服飾品営業統括部化粧品販売部長 萩　原　　新　也

阪急本店婦人服飾品営業統括部ハンドバッグ・財布
販売部長

日　和　　達　之

【人事異動について】＜２０１０年４月１日付＞

（注）下線は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

阪急本店リビング・呉服・催事営業統括部食器・家
庭雑貨販売部長兼贈答品販売部長

川　島　　清　史
阪急本店リビング・呉服・催事営業統括部食器・家
庭雑貨販売部長

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

阪急本店イングス・子供服営業統括部長兼営業計画
部長兼テーマＭＤ開発統括部ライフスタイルＭＤ開
発担当部長

岡　田　　幸　是
阪急本店イングス・子供服営業統括部長兼営業計画
部長兼テーマＭＤ開発統括部ウェルネス・スポーツ
ＭＤ開発部長

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

井　上　　徹　治

阪神本店阪神百貨店お客様相談室部長 飯　沼　　勝　巳 ＣＳ推進室阪神百貨店お客様相談室部長

阪神本店事業計画部統括部長 高　野　　圭　史 第二事業計画部統括部長

阪神本店事業計画営業企画担当部長 土　橋　　星　太 第二事業計画部営業企画担当部長

阪神本店事業計画部営業計画担当部長 田　島　　晴　也 第二事業計画部営業計画担当部長

阪神本店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管理担当部長

阪神本店顧客サービス部統括部長 中　村　　哲　夫
阪神本店紳士服商品統括部長兼阪神本店紳士服・ス
ポーツ用品・催事営業統括部長兼商品統括部長

阪神本店顧客サービス部案内サービス部長 宇佐美　　幸　男
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

阪神本店顧客サービス部顧客サロン部長 松　本　　幸　三
阪神西宮店長兼営業計画部長兼総務部長兼販売部長
兼阪神三宮店長兼阪神御影店長兼支店総務業務室支
店総務業務担当部長

阪神本店店舗運営部安全管理部長 岡　下　　芳太郎

阪神本店婦人服第一営業統括部営業計画部長兼婦人
服第二営業統括部営業計画部長

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
ポーツ用品販売部長兼スポーツ用品商品部長

阪神本店婦人服第二営業統括部ミドル婦人服販売部
長

高　味　　洋　和

阪神本店婦人服第二営業統括部シニア・Ｓサイズ婦
人服販売部長

岡　田　　　　剛

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
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

阪神本店婦人服第二営業統括部Ｌサイズ婦人服販売
部長

小　林　　信　一
阪神本店婦人服第二営業統括部ミドル＆シニア婦人
服販売部長

阪神本店婦人服第二営業統括部催事婦人服販売部長 梶　野　　　　泉 阪神本店婦人服飾品営業統括部化粧品販売部長

阪神本店婦人服飾品営業統括部営業計画部長 駒　田　　　　賢
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

阪神本店婦人服飾品営業統括部化粧品販売部長 山　本　　良　典

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

加　藤　　明　広 阪神本店婦人服飾品営業統括部営業計画部長

阪神本店婦人服飾品営業統括部ハンドバッグ・婦人
靴販売部長

渕　上　　俊　一 西宮阪急婦人服・服飾品販売部長

阪神本店紳士服・スポーツ用品・催事営業統括部営
業計画部長

亀　井　　哲　也
阪神本店紳士服・スポーツ用品・催事営業統括部営
業計画部長兼紳士服販売部長

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

山　本　　与志人
阪神本店フード商品統括部長兼阪神本店フード営業
統括部長

阪神本店紳士服・スポーツ用品・催事営業統括部紳
士服販売部長

猿　丸　　直　樹 阪神本店婦人服第一営業統括部営業計画部長

阪神本店リビング・呉服営業統括部贈答品販売部長 北　島　　郁　也 阪神本店フード商品統括部ギフト商品部長

阪神本店美容・健康・子供用品営業統括部販売統括
部長

伊　野　　雅　之
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

（注）下線は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

阪神本店美容・健康・子供用品営業統括部営業計画
部長

町　中　　　　健
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

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

松　田　　久美子
阪神本店婦人服飾品商品統括部ハンドバッグ商品部
長兼阪神本店婦人服飾品営業統括部ハンドバッグ商
品部長

阪神本店美容・健康・子供用品営業統括部子供服・
玩具販売部長兼阪神本店子供服商品部子供服洋品玩
具商品部長

江　木　　麻　子
阪神本店美容・健康・子供用品営業統括部子供服・
玩具販売部長兼阪神本支店子供服商品統括部子供服
洋品玩具商品部長

メンズ館紳士服洋品営業統括部営業計画部長 溝　畑　　　　務
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

メンズ館紳士服洋品営業統括部紳士洋品雑貨販売部
長

松　井　　隆　明
メンズ館紳士服洋品営業統括部インターナショナル
メンズ販売部長

メンズ館紳士服洋品営業統括部メンズデザイナーズ
販売部長

佐　藤　　　　守
メンズ館紳士服洋品営業統括部紳士洋品雑貨販売部
長

メンズ館紳士服洋品営業統括部ラグジュアリー紳士
服販売部長

有　田　　拓　郎
メンズ館紳士服洋品営業統括部メンズデザイナーズ
販売部長

博多阪急開店準備室長兼総務担当部長 池　嶋　　　　勝 博多阪急事業部総務担当部長

博多阪急開店準備室営業計画担当部長 松　田　　英　人 博多阪急事業部営業計画担当部長

博多阪急開店準備室婦人服飾品・ラグジュアリー担
当部長

西　村　　克　郎 博多阪急事業部服飾品担当部長

博多阪急開店準備室婦人洋品・スポーツ用品・催事
販売担当部長

平　山　　弘　明 博多阪急事業部婦人洋品・スポーツ担当部長

博多阪急開店準備室婦人服・婦人服飾品担当部長 加　藤　　　　誠 博多阪急事業部婦人服担当部長

博多阪急開店準備室紳士服洋品・スポーツ用品担当
部長兼統一阪急事業部ＭＤ担当部長

大　森　　博　隆
博多阪急事業部紳士服・洋品担当部長兼統一阪急事
業部ＭＤ担当部長

博多阪急開店準備室リビング・子供服担当部長 西　川　　明　一

外商事業部外商事業推進部長 宇　野　　賢　次 御得意様外商部外商事業推進部長

外商事業部外商商品計画部長 紙　谷　　　　実 御得意様外商部外商商品計画第二部長

外商事業部外商支援部長 橋　本　　達　雄 御得意様外商部外商支援部長

外商事業部外商支援部外商支援担当部長 山　﨑　　伊都子 御得意様外商部外商支援部外商支援担当部長

第一外商事業部統括部長 山　本　　　　隆
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

第一外商事業部大阪市内エリア部長 青　木　　繁　実 第一外商事業部法人外商部長

外商事業部ユニフォーム営業カンパニー部長 向　山　　　　茂 御得意様外商部ユニフォーム営業カンパニー部長

支店事業計画統括部長兼営業政策部統括部長 中　川　　　　匠 ＭＤ政策室長

支店事業計画統括部事業計画担当部長兼営業政策グ
ループ予算編成・経費管理部経費管理担当部長

奥　山　　一　規 事業計画統括部事業計画担当部長

支店事業計画統括部支店販促（媒体・催事）担当部
長

西　本　　寛　典 事業計画統括部支店販促部長

千里阪急店長兼営業計画部長 田　中　　康　一 支店店舗担当婦人服商品統括部長

川西阪急婦人服・服飾品販売部長 吉　田　　義　隆
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

宝塚阪急販売部長 武　次　　顕　人
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

西宮阪急婦人服・服飾品販売部長 三　宅　　孝　治
支店店舗担当婦人服飾品商品統括部西宮阪急担当部
長

西宮阪急食品販売部長 中　島　　剛　士 支店店舗事業フード商品統括部ＭＤ計画部長

堺北花田阪急店長兼営業計画部長 松　本　　峰次郎
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

（注）下線は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

堺北花田阪急子供服・リビング販売部長 澤　田　　　　清 川西阪急婦人服・服飾品販売部長

都筑阪急店長兼営業計画部長 吉　田　　伸　夫 神戸阪急店長兼総務部長

神戸阪急店長兼総務部長兼阪神三宮店長兼総務部長
兼販売部長

大　西　　秀　紀 都筑阪急店長兼営業計画部長

神戸阪急子供服・リビング販売部長 山　内　　孝　之
阪急本店婦人服第二営業統括部インターナショナル
ジュエリー＆ウォッチ販売部長

阪神御影販売部長兼総務部長兼阪神西宮総務部長兼
支店総務業務室支店総務業務担当部長

岩　﨑　　明　宏

阪神西宮店長兼販売部長兼阪神御影店長 近　藤　　英　樹
阪神御影販売部長兼総務部長兼阪神三宮総務部長兼
販売部長兼支店総務業務室支店総務業務担当部長

有楽町阪急店長兼営業計画部長兼総務部長 森　本　　陽　介
阪神本店婦人服第一商品統括部長兼阪神本店婦人服
第一営業統括部長兼商品統括部長

有楽町阪急服飾品商品部長 佐　藤　　義　博

阪急本店婦人服商品部統括部長兼博多阪急婦人服商
品統括部長兼阪急本店婦人服第一営業統括部長兼商
品統括部長

堅　帯　　宏　壮
阪急本店婦人服商品統括部ヤング婦人服商品部長兼
阪急本店婦人服第一営業統括部ヤング婦人服商品部
長

阪急本店婦人服商品部ヤング婦人服商品部長兼博多
阪急婦人服商品部ヤング婦人服商品部長兼阪急本店
婦人服第一営業統括部ヤング婦人服商品部長

武　藤　　千香子

阪急本店婦人服商品部ヤングアダルト婦人服商品部
長兼博多阪急婦人服商品部ヤングアダルト婦人服商
品部長兼阪急本店婦人服第一営業統括部ヤングアダ
ルト婦人服商品部長兼統一阪急事業部ＭＤ担当部長

佃　　　　尚　明
阪急本店婦人服商品統括部ヤングアダルト婦人服商
品部長兼阪急本店婦人服第一営業統括部ヤングアダ
ルト婦人服商品部長兼統一阪急事業部部長

阪急本店婦人服商品部アダルト・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
業統括部アダルト・ミドル、シニア・フォーマル婦
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

阪急本店婦人服商品部婦人肌着・開発ＭＤ商品部長
兼博多阪急婦人服商品部アダルト・ミドル婦人服・
婦人肌着商品部長兼阪急本店婦人服第一営業統括部
婦人肌着・開発ＭＤ商品部長

民　谷　　　　啓 阪急本店婦人服商品統括部開発ＭＤ担当部長

阪急本店婦人服商品部Ｌ＆Ｔサイズ婦人服・催事商
品部長兼博多阪急婦人服商品部Ｌ＆Ｔサイズ婦人
服・催事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・催事商品部長

松　本　　　　努
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

阪急本店婦人服飾品商品部開発ＭＤ担当部長兼統一
阪急事業部ＭＤ担当部長

中　島　　浩　介
阪急本店婦人服飾品商品統括部開発ＭＤ担当部長兼
統一阪急事業部ＭＤ担当部長

阪急本店婦人服飾品商品部化粧品商品部長兼博多阪
急婦人服飾品商品部化粧品商品部長兼阪急本店婦人
服飾品営業統括部化粧品商品部長

井　上　　政　彦
阪急本店婦人服飾品商品統括部化粧品商品部長兼阪
急本店婦人服飾品営業統括部化粧品商品部長

阪急本店婦人服飾品商品部アクセサリー商品部長兼
シーズン雑貨商品部長兼博多阪急婦人服飾品商品部
アクセサリー商品部長兼シーズン雑貨商品部長兼阪
急本店婦人服飾品営業統括部アクセサリー商品部長
兼シーズン雑貨商品部長兼マーケティング室マーケ
ティング第一部マーケティング担当部長

井　戸　　博　美

阪急本店婦人服飾品商品統括部アクセサリー商品部
長兼シーズン雑貨商品部長兼阪急本店婦人服飾品営
業統括部アクセサリー商品部長兼シーズン雑貨商品
部長

阪急本店婦人服飾品商品部ハンドバッグ・財布商品
部長兼博多阪急婦人服飾品商品部ハンドバッグ・財
布商品部長兼阪急本店婦人服飾品営業統括部ハンド
バッグ・財布商品部長

草　竹　　雄　一
阪急本店婦人服飾品商品統括部ハンドバッグ・財布
商品部長兼阪急本店婦人服飾品営業統括部ハンド
バッグ・財布商品部長

阪急本店婦人服飾品商品部婦人靴商品部長兼博多阪
急婦人服飾品商品部婦人靴商品部長兼阪急本店婦人
服飾品営業統括部婦人靴商品部長

早　川　　則　行
阪急本店婦人服飾品商品統括部婦人靴商品部長兼阪
急本店婦人服飾品営業統括部婦人靴商品部長

（注）下線は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

阪急本店婦人服飾品商品部催事商品部長兼博多阪急
婦人服飾品商品部催事商品部長兼阪神本店婦人服飾
品商品部催事商品部長兼阪急本店婦人服飾品営業統
括部催事商品部長兼阪神本店婦人服飾品営業統括部
催事商品部長

寺　村　　　　尚

阪急本店婦人服飾品商品統括部催事商品部長兼阪神
本店婦人服飾品商品統括部催事商品部長兼阪急本店
婦人服飾品営業統括部催事商品部長兼阪神本店婦人
服飾品営業統括部催事商品部長

メンズ館紳士服商品部紳士雑貨商品部長兼博多阪急
紳士服商品部紳士雑貨商品部長兼メンズ館紳士服営
業統括部紳士雑貨商品部長兼統一阪急事業部ＭＤ担
当部長

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兼統一
阪急事業部ＭＤ担当部長

メンズ館紳士服商品部紳士洋品商品部長兼博多阪急
紳士服商品部紳士洋品商品部長兼メンズ館紳士服営
業統括部紳士洋品商品部長

小　野　　洋　平

メンズ館紳士服商品部ビジネスウエア商品部長兼博
多阪急紳士服商品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

柳　下　　仁　志

メンズ館紳士服商品部カジュアルウエア商品部長兼
博多阪急紳士服商品部カジュアルウエア商品部長兼
メンズ館紳士服洋品営業統括部カジュアルウエア商
品部長

前　田　　勝　哉
メンズ館紳士服商品統括部カジュアルウエア商品部
長兼メンズ館紳士服洋品営業統括部カジュアルウエ
ア商品部長

メンズ館紳士服商品部メンズデザイナーズ商品部長
兼博多阪急紳士服商品部メンズデザイナーズ商品部
長兼メンズ館紳士服洋品営業統括部メンズデザイ
ナーズ商品部長

猿　木　　哲　郎
メンズ館紳士服商品統括部メンズデザイナーズ商品
部長兼メンズ館紳士服洋品営業統括部メンズデザイ
ナーズ商品部長

メンズ館紳士服商品部催事商品部長兼博多阪急紳士
服商品部催事商品部長兼メンズ館紳士服洋品営業統
括部催事商品部長

保　居　　卓　郎
メンズ館紳士服商品統括部催事商品部長兼メンズ館
紳士服洋品営業統括部催事商品部長

ラグジュアリー商品部ラグジュアリー婦人服商品部
長兼阪急本店婦人服第二営業統括部ラグジュアリー
婦人服商品部長兼統一阪急事業部ＭＤ担当部長

山　名　　伸　治

インターナショナル商品統括部インターナショナル
デザイナーズ婦人服商品部長兼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
商品部長

ラグジュアリー商品部ジュエリー＆ウォッチ商品部
長兼阪急本店婦人服第二営業統括部ジュエリー＆
ウォッチ商品部長

瀧　岡　　英　憲

インターナショナル商品統括部インターナショナル
ジュエリー＆ウォッチ商品部長兼阪神本店婦人服第
二商品統括部宝飾品商品部長兼阪急本店婦人服第二
営業統括部インターナショナルジュエリー＆ウォッ
チ商品部長兼阪神本店婦人服第二営業統括部宝飾品
商品部長

ラグジュアリー商品部ラグジュアリー紳士服商品部
長兼メンズ館紳士服洋品営業統括部ラグジュアリー
紳士服商品部長

溝　口　　博　之 メンズ館紳士服洋品営業統括部営業計画部長

阪神本店婦人服第一商品部ヤング婦人服商品部長兼
阪神本店婦人服第一営業統括部ヤング婦人服商品部
長

伊　吹　　　　顕
阪神本店婦人服第一商品統括部ヤング婦人服商品部
長兼阪神本店婦人服第一営業統括部ヤング婦人服商
品部長

阪神本店婦人服第一商品部キャリア婦人服・婦人肌
着商品部長兼阪神本店婦人服第一営業統括部キャリ
ア婦人服・婦人肌着商品部長

西　井　　秀　麿
阪神本店婦人服第一商品統括部キャリア婦人服・婦
人肌着商品部長兼阪神本店婦人服第一営業統括部
キャリア婦人服・婦人肌着商品部長

阪神本店婦人服第二商品部開発ＭＤ担当部長兼営業
政策部開発ＭＤ担当部長兼阪神本店婦人服第二営業
統括部開発ＭＤ担当部長

齋　藤　　智　子
阪神本店婦人服第二商品統括部ミドル＆シニア婦人
服商品部長兼阪神本店婦人服第二営業統括部ミドル
＆シニア婦人服商品部長

阪神本店婦人服第二商品部ミドル＆シニア婦人服商
品部長兼催事婦人服商品部長兼阪急阪神支店婦人服
商品支店催事婦人服担当部長兼阪神本店婦人服第二
営業統括部ミドル＆シニア婦人服商品部長兼催事婦
人服商品部長

鈴　木　　康　弘

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

阪神本店婦人服第二商品部サイズ婦人服商品部長兼
阪神本店婦人服第二営業統括部サイズ婦人服商品部
長

山　田　　俊　博
阪神本店婦人服第二商品統括部サイズ婦人服商品部
長兼阪神本店婦人服第二営業統括部サイズ婦人服商
品部長

（注）下線は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

阪神本店婦人服第二商品部宝飾品商品部長兼阪神本
店婦人服第二営業統括部宝飾品販売部長兼宝飾品商
品部長

奥　濱　　　　聡 阪神本店婦人服第二営業統括部宝飾品販売部長

阪急阪神支店婦人服商品部統括部長兼阪神御影・阪
神西宮・あまがさき阪神担当部長兼営業政策部セン
トラル推進担当部長

細　川　　象　理

阪神本店婦人服第二商品統括部長兼催事婦人服商品
部長兼阪神本店婦人服第二営業統括部長兼営業計画
部長兼催事婦人服販売部長兼商品統括部長兼催事婦
人服商品部長

阪急阪神支店婦人服商品部千里阪急・西宮阪急担当
部長

杉　崎　　　　聡 支店店舗担当婦人服商品統括部西宮阪急担当部長

阪急阪神支店婦人服商品部川西阪急・宝塚阪急・三
田阪急担当部長

西　尾　　理　恵 支店店舗担当婦人服商品統括部千里阪急担当部長

阪急阪神支店婦人服商品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
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

阪急阪神支店婦人服商品部神戸阪急担当部長兼神戸
阪急婦人服販売部長

山　岡　　　　朗
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

阪急阪神支店婦人服商品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
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

阪神本店婦人服飾品商品部統括部長兼阪神本店婦人
服飾品営業統括部長兼商品統括部長

山　田　　秀　人
阪神本店婦人服飾品商品統括部長兼阪神本店婦人服
飾品営業統括部長兼商品統括部長

阪神本店婦人服飾品商品部開発ＭＤ担当部長兼阪神
本店婦人服飾品営業統括部開発ＭＤ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婦人洋品・スポーツ担当
部長

阪神本店婦人服飾品商品部化粧品商品部長兼阪神本
店婦人服飾品営業統括部化粧品商品部長

安　永　　忠　雄 阪急本店婦人服飾品営業統括部化粧品販売部長

阪神本店婦人服飾品商品部アクセサリー・シーズン
雑貨商品部長兼阪神本店婦人服飾品営業統括部アク
セサリー・シーズン雑貨商品部長

谷　辻　　直　貴
阪神本店婦人服飾品商品統括部アクセサリー・シー
ズン雑貨商品部長兼阪神本店婦人服飾品営業統括部
アクセサリー・シーズン雑貨商品部長

阪神本店婦人服飾品商品部ハンドバッグ商品部長兼
阪神本店婦人服飾品営業統括部ハンドバッグ商品部
長

和　田　　憲　明
阪神本店婦人服飾品営業統括部ハンドバッグ・婦人
靴販売部長

阪神本店婦人服飾品商品部婦人靴商品部長兼阪神本
店婦人服飾品営業統括部婦人靴商品部長

横　山　　修　二
阪神本店婦人服飾品商品統括部婦人靴商品部長兼阪
神本店婦人服飾品営業統括部婦人靴商品部長

阪急阪神支店婦人服飾品商品部統括部長兼阪神御
影・阪神西宮・あまがさき阪神担当部長

清　水　　武　將 支店店舗担当婦人服飾品商品統括部長

阪急阪神支店婦人服飾品商品部千里阪急担当部長 江　下　　恵威子
阪急本店婦人服飾品営業統括部ハンドバッグ・財布
販売部長

阪急阪神支店婦人服飾品商品部川西阪急・宝塚阪
急・三田阪急担当部長

森　岡　　　　徹
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

阪急阪神支店婦人服飾品商品部西宮阪急担当部長 山　田　　正　子
支店店舗担当婦人服飾品商品統括部宝塚阪急担当部
長

阪急阪神支店婦人服飾品商品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

新　田　　幸太郎
支店店舗担当婦人服飾品商品統括部千里阪急担当部
長

阪急阪神支店婦人服飾品商品部神戸阪急担当部長兼
神戸阪急服飾品販売部長兼神戸阪急営業計画部長

宇　田　　博　史
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兼神戸阪急営業計画部
長

阪急阪神支店婦人服飾品商品部都筑阪急担当部長兼
都筑阪急服飾品販売部長

神　田　　　　昇
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

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

野　木　　信　幸
阪神本店紳士服商品統括部紳士洋品雑貨商品部長兼
阪神本店紳士服・スポーツ用品・催事営業統括部紳
士洋品雑貨商品部長

阪神本店紳士服商品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
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

阪神本店紳士服商品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

近　江　　永　郎
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

（注）下線は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

阪急阪神支店紳士服商品部統括部長 本　間　　　　孝 支店店舗担当紳士服商品統括部長

阪急阪神支店紳士服商品部千里阪急担当部長兼千里
阪急紳士服販売部長

磯　田　　和　弘 統一阪急事業部部長

阪急阪神支店紳士服商品部川西阪急・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川西阪急・三田阪急
担当部長兼川西阪急紳士服販売部長

阪急阪神支店紳士服商品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
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

阪急阪神支店紳士服商品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堺北花田阪急担当部
長兼堺北花田阪急紳士服販売部長

阪急阪神支店紳士服商品部神戸阪急担当部長兼神戸
阪急紳士服販売部長

吉　川　　剛　史

阪急阪神支店紳士服商品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
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

阪急本店フード商品部統括部長兼阪急本店フード営
業統括部長

大　嶋　　温　恭
阪急本店フード商品統括部長兼阪急本店フード営業
統括部長

阪急本店フード商品部阪急泉南グリーンファーム担
当部長

大　島　　一　夫
阪急本店フード商品統括部阪急泉南グリーンファー
ム担当部長

阪急本店フード商品部生鮮商品部長兼阪急本店フー
ド営業統括部生鮮販売部長

片　山　　政　広
阪神本店フード商品統括部生鮮商品部長兼阪神本店
フード営業統括部生鮮販売部長

阪急本店フード商品部惣菜商品部長兼阪急本店フー
ド営業統括部惣菜販売部長

松　岡　　清　隆
阪急本店フード商品統括部惣菜商品部長兼阪急本店
フード営業統括部惣菜販売部長

阪急本店フード商品部銘店・和菓子商品部長兼阪急
本店フード営業統括部銘店・和菓子販売部長

森　田　　健　次
阪急本店フード商品統括部銘店・和菓子商品部長兼
阪急本店フード営業統括部銘店・和菓子販売部長

阪急本店フード商品部洋菓子・ベーカリー商品部長 近　石　　　　功
阪急本店フード商品統括部洋菓子・ベーカリー商品
部長

阪急本店フード商品部グロッサリー・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洋菓
子・ベーカリー・グロッサリー・日配品・リカー販
売部長

阪急本店フード商品部催事商品部長兼博多阪急フー
ド商品部催事商品部長

森　田　　　　玄
阪急本店フード商品統括部催事商品部長兼支店店舗
事業フード商品統括部催事商品部長

阪急本店フード商品部ギフト商品部長兼博多阪急
フード商品部ギフト商品部長兼阪神本店フード商品
部ギフト商品部長

熊　野　　圭　太 阪急本店フード商品統括部ギフト商品部長

博多阪急フード商品部統括部長兼博多阪急開店準備
室食品担当部長

金　森　　　　久 博多阪急事業部食品担当部長

阪神本店フード商品部統括部長兼阪神本店フード営
業統括部長

西　　　　達　郎
阪神本店フード商品統括部菓子・ベーカリー商品部
長兼阪神本店フード営業統括部菓子・ベーカリー販
売部長

阪神本店フード商品部生鮮商品部長兼阪神本店フー
ド営業統括部生鮮販売部長

鈴　木　　幸　三 支店店舗事業フード商品統括部生鮮商品部長

阪神本店フード商品部銘店・グロッサリー・日配
品・リカー商品部長兼阪神本店フード営業統括部銘
店・グロッサリー・日配品・リカー販売部長

近　石　　　　弘
阪神本店フード商品統括部銘店・グロッサリー・日
配品・リカー商品部長兼阪神本店フード営業統括部
銘店・グロッサリー・日配品・リカー販売部長

阪神本店フード商品部惣菜商品部長兼阪神本店フー
ド営業統括部惣菜販売部長

植　田　　　　東

阪神本店フード商品部菓子・ベーカリー商品部長兼
阪神本店フード営業統括部菓子・ベーカリー販売部
長

田　嶋　　裕　治
阪神本店フード商品統括部惣菜商品部長兼阪神本店
フード営業統括部惣菜販売部長

阪神本店フード商品部催事商品部長 山　﨑　　康　人 阪神本店フード商品統括部催事商品部長

阪急阪神支店フード商品部統括部長兼催事商品部長 松　本　　一　彦 支店店舗事業フード商品統括部長

阪急阪神支店フード商品部ＭＤ計画部長兼生鮮商品
部長兼博多阪急フード商品部生鮮商品部長

水　谷　　　　剛 西宮阪急食品販売部長

阪急阪神支店フード商品部ＭＤ計画部阪食生鮮担当
部長

薙　野　　孝　俊
支店店舗事業フード商品統括部ＭＤ計画部阪食生鮮
担当部長

（注）下線は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

阪急阪神支店フード商品部惣菜商品部長兼博多阪急
フード商品部惣菜商品部長

武　居　　竜　也 支店店舗事業フード商品統括部惣菜商品部長

阪急阪神支店フード商品部銘店・和菓子商品部長兼
博多阪急フード商品部銘店・和菓子商品部長

五　島　　日出夫
支店店舗事業フード商品統括部銘店・和菓子商品部
長

阪急阪神支店フード商品部洋菓子・ベーカリー商品
部長兼博多阪急フード商品部洋菓子・ベーカリー商
品部長

藤　井　　裕　幸
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

阪急阪神支店フード商品部グロッサリー・日配品・
リカー商品部長兼博多阪急フード商品部グロッサ
リー・日配品・リカー商品部長

西　田　　健　二
支店店舗事業フード商品統括部グロッサリー・日配
品・リカー商品部長

阪急本店リビング商品部統括部長兼阪急本店リビン
グ・呉服・催事営業統括部長兼営業計画部長

嶋　田　　俊　介
阪急本店リビング商品統括部長兼阪急本店リビン
グ・呉服・催事営業統括部長兼営業計画部長

阪急本店リビング商品部食器・家庭雑貨商品部長兼
博多阪急リビング商品部食器・家庭雑貨商品部長

古　谷　　晴　美
阪急本店リビング商品統括部食器・家庭雑貨商品部
長

阪急本店リビング商品部美術・趣味用品商品部長兼
阪神本店リビング商品部美術・事務用品商品部長兼
マーケティング室マーケティング第一部マーケティ
ング担当部長

根　来　　　　宏
阪急本店リビング商品統括部美術・趣味用品商品部
長兼阪神本店リビング商品統括部美術・事務用品商
品部長

博多阪急リビング商品部リビング商品担当部長兼阪
急本店リビング商品部寝装品ファブリック商品部長
兼統一阪急事業部ＭＤ担当部長

中　井　　克　也
支店店舗事業リビング商品統括部長兼阪急本店リビ
ング商品統括部寝装品ファブリック商品部長兼統一
阪急事業部ＭＤ担当部長

阪神本店リビング商品部統括部長兼インテリア・寝
装品商品部長兼阪神本店リビング・呉服営業統括部
長

谷　川　　　　久
阪神本店リビング商品統括部長兼インテリア・寝装
品商品部長兼阪神本店リビング・呉服営業統括部長

阪神本店リビング商品部食器・家庭用品商品部長兼
阪神本店リビング・呉服営業統括部食器・家庭用品
販売部長

辰　己　　直　弘
阪神本店リビング商品統括部食器・家庭用品商品部
長兼阪神本店リビング・呉服営業統括部食器・家庭
用品販売部長

阪急阪神支店リビング商品部統括部長 松　下　　浩　和 神戸阪急子供服・リビング販売部長

阪急阪神支店リビング商品部支店リビング商品部長
兼博多阪急リビング商品部寝装品ファブリック商品
部長

岡　山　　明　美
支店店舗事業リビング商品統括部支店リビング商品
部長

阪急本店子供服商品部統括部長兼子供服商品部長兼
子供洋品雑貨商品部長兼玩具・サービス商品部長兼
博多阪急子供服商品部子供服・洋品雑貨商品部長

布　施　　啓　裕
阪急本支店子供服商品統括部ＭＤ計画担当部長兼本
店子供服商品部長兼子供洋品雑貨商品部長

阪神本店子供服商品部統括部長兼阪急阪神支店子供
服商品部統括部長兼阪神本店美容・健康・子供用品
営業統括部長

伊　藤　　孝　弘
阪急本支店子供服商品統括部長兼阪神本支店子供服
商品統括部長兼ＭＤ計画担当部長

阪急阪神支店子供服商品部子供服商品部長兼玩具・
サービス商品部長

渡　邊　　雅　士 阪急本支店子供服商品統括部支店子供服商品部長

テーマＭＤ開発統括部ライフスタイルＭＤ開発担当
部長兼マーケティング室マーケティング第一部マー
ケティング担当部長

宇　野　　新　治 阪急本店販売促進部店内催事計画部長

テーマＭＤ開発統括部レストラン・カフェＭＤ開発
担当部長

松　尾　　泰　文
テーマＭＤ開発統括部レストラン・カフェＭＤ開発
部長兼従業員食堂運営計画担当部長

ネット事業統括部事業計画担当部長 野　口　　欣　広 マーケティング室営業企画部長

ネット事業統括部ネット販売担当部長 朝　倉　　　　亨 インターネット営業統括部ＩＴ企画部長

店舗企画室長兼支店事業計画統括部マーケティング
担当部長

植　田　　明　男
店舗企画室長兼店舗企画部長兼支店店舗担当営業政
策部マーケティング担当部長

店舗企画室売場開発担当部長兼営業政策部開発ＭＤ
担当部長

桑　山　　美　穂 支店店舗担当営業政策部商品開発担当部長

店舗企画室店舗企画部長 中　井　　健一郎

統一阪急台北プロジェクト室部長 谷　水　　和　浩 統一阪急事業部部長

支店総務業務室支店総務業務担当部長兼千里阪急総
務部長

竹　本　　正　行
支店総務業務室支店総務業務担当部長兼堺北花田阪
急総務部長

（注）下線は変更部分



新　担　当　職　務 氏　　名 旧　担　当　職　務

支店総務業務室支店総務業務担当部長兼宝塚阪急総
務部長兼三田阪急総務部長

中　　　　成　悟
阪急本店店舗運営部計算部長兼事業開発室後方施設
企画納金管理担当部長

支店総務業務室支店総務業務担当部長兼堺北花田阪
急総務部長

永　田　　靖　人
支店総務業務室支店総務業務担当部長兼千里阪急総
務部長

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

杉　森　　　　清

人事・労務室専門職・特定社員人事部長 額　田　　雅　文 人事・労務室特定社員人事部長

（注）下線は変更部分


