２０１９年２月１日
Ｊ．フロントリテイリング株式会社
株式会社大丸松坂屋百貨店

Ｊ．フロントリテイリングと大丸松坂屋百貨店の部長級の異動について
Ｊ．フロントリテイリング株式会社
（３月１日付）
新
業務統括部総務部長
兼取締役会室スタッフ

氏

名

八川 幸生

現
業務統括部 総務部部長（秘書担当）
兼取締役会室スタッフ

株式会社大丸松坂屋百貨店
（３月１日付）
新
営業本部 営業企画室部長（販売
促進・広報担当）
営業本部事業推進室 新規事業推
進・ブランド開発事業部長
兼アミューズボーテ事業部長
兼心斎橋新店計画室スタッフ

氏

名

笠井 裕子

現
大丸東京店 営業１部長

清水 宏

営業本部新規事業推進室 アミュー
ズボーテ事業部長
兼心斎橋新店計画室スタッフ

業務本部総務部長
兼ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当

脇田 宏基

業務本部 総務部長
兼 CSR・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・内部統制・ﾘｽｸ
管理担当
兼 J.ﾌﾛﾝﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ（株）業務統括部
総務部長

業務本部 総務部部長（ＣＳＲ・内部
統制・環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当）

中村 康隆

大丸東京店 営業推進部マネジャー

業務本部 総務部部長（秘書・総務
担当）
兼業務本部 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ推進
部スタッフ

中村 圭助

業務本部 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ推進部
スタッフ
兼 J.ﾌﾛﾝﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ（株）取締役会室ス
タッフ

業務本部 コスト構造改革推進部
部長（ＲＰＡ・業務革新担当）

戸高 順一

大丸神戸店 営業推進部スタッフ

小林 謙介

業務本部 業務推進部部長（大丸
心斎橋店担当）
兼人財開発部部長（大丸心斎橋店担当）
兼大丸心斎橋店長スタッフ

業務本部 業務推進部部長（大丸
心斎橋店担当）
兼大丸心斎橋店長スタッフ
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新

氏

名

業務本部 業務推進部部長（大丸
梅田店担当）
兼大丸梅田店長スタッフ

佐野 征晴

業務本部 業務推進部部長（大丸
東京店担当）
兼大丸東京店長スタッフ

櫻間 浩一

業務本部 業務推進部部長（大丸
京都店担当）
兼大丸京都店長スタッフ

山田 員也

業務本部 業務推進部部長（大丸
神戸店担当）
兼大丸神戸店長スタッフ

木下 充男

業務本部 業務推進部部長（大丸
札幌店担当）
兼大丸札幌店長スタッフ

横尾 匡弘

業務本部 業務推進部部長（松坂屋
名古屋店担当）
兼松坂屋名古屋店長スタッフ

簑田 欣治

業務本部 業務推進部部長（松坂屋
上野店担当）
兼松坂屋上野店長スタッフ

塩谷 剛史

人財開発部部長（大丸心斎橋店担当）
兼大丸心斎橋店長スタッフ

藤原 恵

人財開発部部長（大丸梅田店担当）
兼大丸梅田店長スタッフ
人財開発部部長（首都圏エリア担当）
兼大丸東京店長スタッフ兼松坂屋上
野店長スタッフ

現
業務本部 業務推進部部長（大丸
梅田店担当）
兼人財開発部部長（大丸梅田店担当）
兼大丸梅田店長スタッフ
業務本部 業務推進部部長（首都圏
エリア担当）
兼人財開発部部長（首都圏エリア担当）
兼大丸東京店長スタッフ兼松坂屋
上野店長スタッフ
業務本部 業務推進部部長（大丸
京都店担当）
兼人財開発部部長（大丸京都店担当）
兼大丸京都店長スタッフ
業務本部 業務推進部部長（大丸
神戸店担当）
兼人財開発部部長（大丸神戸店担当）
兼大丸神戸店長スタッフ
業務本部 業務推進部部長（大丸
札幌店担当）
兼人財開発部部長（大丸札幌店担当）
兼大丸札幌店長スタッフ
業務本部 業務推進部部長（松坂屋
名古屋店担当）
兼人財開発部部長（松坂屋名古屋店担当）
兼松坂屋名古屋店長スタッフ
業務本部 業務推進部部長（秘書・総
務担当）
兼業務本部ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ推進部
スタッフ
（株）大丸松坂屋ｾｰﾙｽｱｿｼｴｲﾂ ｾｰﾙ
ｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業統括部百貨店販売事
業部 梅田店担当部長

梶原 美子

人財開発部マネジャー

北田 友哉

（株）大丸松坂屋ｾｰﾙｽｱｿｼｴｲﾂ ｾｰﾙ
ｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業統括部百貨店販売事
業部 京都・山科・高槻店担当部長

2

新
人財開発部部長（大丸京都店担当）
兼大丸京都店長スタッフ

氏

名

現

公江 辰朗

経営企画室 経営企画部スタッフ

人財開発部部長（大丸神戸店担当）
兼大丸神戸店長スタッフ

下村 考司

（株）大丸松坂屋ｾｰﾙｽｱｿｼｴｲﾂ ｾｰ
ﾙｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業統括部百貨店販売
事業部 神 戸 ・須 磨 ・芦 屋 担 当 部 長

人財開発部部長（大丸札幌店担当）
兼大丸札幌店長スタッフ

今津 貴子

人財開発部マネジャー

兵藤 美希子

人財開発部マネジャー

人財開発部部長（松坂屋名古屋店担当）
兼松坂屋名古屋店長スタッフ
不動産事業部 店舗運営部長

竹口 浩

心斎橋新店計画室副室長
兼大丸心斎橋店営業推進部長

三宅 広樹

心斎橋新店計画室副室長

大丸東京店 営業１部長

西川 浩司

営業本部新規事業推進室 ブランド
開発事業部長

大丸山科店長
兼大丸京都店 お得意様営業部長

平田 賢司

大丸山科店長

大丸神戸店 営業推進部長

田中 倫暁

大丸札幌店 営業推進部長

大丸神戸店 営業３部長

阿部 博文

心斎橋新店計画室スタッフ

大丸札幌店 営業推進部長

熊本 俊介

営業本部 営業企画室部長（販売促
進・広報担当）

大丸札幌店 営業３部長

安藤 滋

松坂屋名古屋店 営業１部長

大丸神戸店 営業３部長

松坂屋名古屋店 営業１部長

神谷 彩子

松坂屋名古屋店 営業推進部マネ
ジャー

松坂屋静岡店 お得意様営業部長

井村 卓哉

松坂屋静岡店 お得意様営業部マ
ネジャー
以 上

お問い合わせ先
J . ﾌ ﾛ ﾝ ﾄ ﾘ ﾃ ｲ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ 株 式 会 社 グループ広報推進部
株 式 会 社 大 丸 松 坂 屋 百 貨 店 広報担当
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（TEL 03-6895-0816）

