２０１９年１月２８日
各位
株式会社 東急百貨店

組織改正および執行役員等の異動のお知らせ
当社は２月１日付けで、下記のとおり組織改正ならびに執行役員等の異動を行いますので、お知らせい
たします。
１． 組織改正
■営業本部
 「MD 統括室」を廃止
 「婦人・紳士統括部」を「ファッション・雑貨統括部」へ改称
 一部業務を受・移管のうえ、「営業政策部」の「販売サービス部」を「顧客サービス部」へ改称
 「婦人・紳士統括部」の「自主運営部」を「ファッション・雑貨統括部」の「自主 MD 部」へ改称
 「婦人・紳士統括部」の「婦人・紳士服部」「服飾雑貨・ホーム部」「テナント統括部」を「ファッション・
雑貨統括部」の 「第一ショップ MD 部」「第二ショップ MD 部」へ再編
 「法人外商事業部」に個人外商を統合し「外商事業部」を新設
 「本店」の「お得意様営業統括部」を「外商事業部」に移設のうえ、「お得意様営業部」へ改称
 「法人外商事業部」の「コーポレーションサービス営業部」を「外商事業部」に移設のうえ、「法人営業
部」へ改称
 「法人外商事業部」の「ソリューションサービス営業部」を「外商事業部」に移設
■企画・業務本部
 一部業務を統合のうえ、「営業本部」 「MD 統括室」の「店舗環境計画部」を「施設・店舗環境計画
部」に改称し、「企画・業務本部」に移設
２． 執行役員の選任及び業務委嘱の変更
新職
常務執行役員 営業本部副本部長 兼 営業
本部 東横店長
執行役員 営業本部 ＳｈｉｎＱｓ店長 兼
営業本部 渋谷出店推進担当
執行役員 営業本部 食品統括部長

旧職

氏名

常務執行役員 営業本部 東横店長

石原 一也

執行役員 営業本部 ＳｈｉｎＱｓ店長

中村 宏

執行役員 営業本部 ＭＤ統括室
食品統括部長

執行役員 営業本部 ファッション・雑貨統括

執行役員 営業本部 ＭＤ統括室

部長

婦人・紳士統括部長

中島 隆夫
高田 泰弘

執行役員 企画・業務本部 経営統括
執行役員 企画・業務本部 経営統括室長

室長 兼 企画・業務本部 経営統括
室 事業開発部長

小泉 忠行

新職
執行役員 企画・業務本部 経理・システム
統括室長
株式会社東急百貨店サービス 取締役社長

旧職
株式会社セントラルフーズ出向
常務執行役員 営業本部 ＭＤ統括
室長

氏名
赤羽 祐一郎
神谷 潔

執 行役員 企画 ・業 務本部 経理 ・
株式会社セントラルフーズ 取締役社長

システム統括室長 兼 企画・業務本

土田 視朗

部 経理・システム統括室 経理部長
株式会社東急タイム 取締役社長
退任

執行役員
株式会社東急タイム 取締役社長
執行役員 営業本部 吉祥寺店長

平石 直哉
里吉 敏彦

※平石直哉は当社執行役員を退任いたしますが、株式会社東急タイムの取締役社長を継続いたします。
※里吉敏彦は企画・業務本部 経営統括室 経営企画部 グループ事業担当 上席顧問に就任いたしま
す。
３． 人事異動
新職
営業本部 営業政策部長 兼 営業本部
営業政策部 店舗販売推進部長
営業本部 吉祥寺店長

旧職

氏名

営業本部 ＭＤ統括室 営業政策部長
兼 営業本部 ＭＤ統括室 営業政策

武藤 正人

部 店舗販売推進部長
営業本部 吉祥寺店 営業統括部長

稲葉 満宏

営業本部 法人外商事業部長 兼
営業本部 外商事業部長 兼 営業本部

営業本部 法人外商事業部 コーポレ

外商事業部 法人営業部長 兼 営業本部

ーションサービス営業部長 兼 営業本

外商事業部 ソリューションサービス営業部長

部 法人外商事業部 ソリューションサ

室田 浩司

ービス営業部長
企画・業務本部 総務人事統括室長 兼

株式会社バンコク東急百貨店 取締役

株式会社バンコク東急百貨店 取締役社長

社長

営業本部 食品統括部 ＭＤ戦略・開発担当

営業本部 ＭＤ統括室 食品統括部

部長

ＭＤ戦略・開発担当部長

関根 功
村松 寛幸

営業本部 ShinQs 庶務・人事・コンプ
営業本部 ShinQs 業務運営担当部長

ライアンス統括マネジャー 兼 営業本
部 ShinQs 営業統括部 サービス担

宗像 浩一

当統括マネジャー
営業本部 外商事業部 お得意様営業部長

営業本部 本店 お得意様営業統括
部長

営業本部 外商事業部 お得意様営業部

営業本部 本店 お得意様営業統括

営業第三・第四担当部長

部 営業第三・第四担当部長

営業本部 営業政策部 営業企画部長

営業本部 たまプラーザ店 営業統括
部長

石井 克幸
渡辺 耕平
山田 拓弥

新職

旧職

営業本部 営業政策部 販売促進部長
営業本部 営業政策部 顧客サービス部長
営業本部 営業政策部 専門店開発部長
営業本部 営業政策部 EC・通販事業部長
営業本部 ファッション・雑貨統括部 自主
ＭＤ部 マーチャンダイザー

営業本部 ＭＤ統括室 営業政策部
販売促進部長
営業本部 ＭＤ統括室 営業政策部
営業企画部長
営業本部 ＭＤ統括室 営業政策部
専門店開発部長
営業本部 ＭＤ統括室 営業政策部
EC・通販事業部長

新倉 正則
大島 光由
宇野 圭一
森田 正孝

営業本部 ＭＤ統括室 婦人・紳士統
括部 自主運営部 マーチャンダイザ

小山 幸英

ー

営業本部 ファッション・雑貨統括部 第一
ショップＭＤ部 マーチャンダイザー

営業本部 ＭＤ統括室 婦人・紳士統
括部 婦人・紳士服部 マーチャンダイ

営業本部 ＭＤ統括室 婦人・紳士統

ショップＭＤ部 マーチャンダイザー

括部 テナント統括部長

営業本部 食品統括部

営業本部 ＭＤ統括室 食品統括部

第一食品部

マーチャンダイザー

第一食品部 マーチャンダイザー
第二食品部

マーチャンダイザー

石橋 明広

ザー

営業本部 ファッション・雑貨統括部 第二

営業本部 食品統括部

氏名

営業本部 ＭＤ統括室 食品統括部
第二食品部 マーチャンダイザー

高橋 伸直

松井 良一
佐藤 弘樹

営業本部 ＭＤ統括室 婦人・紳士統
営業本部 たまプラーザ店 営業統括部長

括部 服飾雑貨・ホーム部 マーチャン

木村 智実

ダイザー
営業本部 札幌店 営業部長 兼 営業本部
札幌店 外商部長
企画・業務本部 総務人事統括室 人事部長
兼 企画・業務本部 総務人事統括室 店舗
業務運営部長

営業本部 札幌店 営業部長

小森 裕一

企画・業務本部 総務人事統括室
店舗業務運営部長 兼 企画・業務本
部 総務人事統括室 人事部 人事担

西山 健司

当部長

企画・業務本部 総務人事統括室 店舗業務

企画・業務本部 総務人事統括室

運営部 吉祥寺店業務運営担当部長 兼

店舗業務運営部 吉祥寺店業務運営

営業本部 吉祥寺店 営業統括部長

担当部長

企画・業務本部 経理・システム統括室 経理

企画・業務本部 経理・システム統括室

部長

経理部 経理担当部長

企画・業務本部 経営統括室 経営企画部

企画・業務本部 経営統括室 経営企

経営企画担当部長

画部 経営企画担当統括マネジャー

志田 英一

延命 大爾
赤田 敏彦

新職

旧職

企画・業務本部 経営統括室 事業開発部

企画・業務本部 経営統括室 事業開

長 兼 営業本部 営業政策部 専門店開発

発部 事業開発担当部長 兼 営業本

部 専門店事業担当部長

部 ＭＤ統括室 営業政策部 専門店

氏名

伊藤 正貴

開発部 専門店事業担当部長
企画・業務本部 経営統括室 事業開発部
事業開発担当部長 兼 営業本部 営業政
策部 EC・通販事業部 EC 推進・デジタルマ
ーケティング担当部長

営業本部 ＭＤ統括室 営業政策部
EC・通販事業部 EC 推進・デジタルマ
ーケティング担当統括マネジャー

企画・業務本部 施設・店舗環境計画部長

営業本部 ＭＤ統括室 店舗環境計画

兼 営業本部 施設・店舗環境計画担当部長

部長

企画・業務本部 施設・店舗環境計画部

営業本部 ＭＤ統括室 店舗環境計画

店舗計画担当部長

部 店舗計画担当統括マネジャー

企画・業務本部 経営統括室 開発担当部長
兼 企画・業務本部 施設・店舗環境計画部
開発担当部長

須崎 直哉

企画・業務本部 経営統括室 開発担
当部長

中野 和夫
逸見 明子

新堀 敏夫

企画・業務本部 総務人事統括室長
株式会社東急百貨店サービス出向

兼 企画・業務本部 総務人事統括室

花田 聡

人事部長
株式会社東急百貨店サービス出向

営業本部 ＭＤ統括室 営業政策部
販売サービス部長

渡辺 龍哉

株 式 会 社 東 急 百 貨 店 サ ー ビ ス出 向
株式会社東急百貨店サービス出向

兼 企画・業務本部 総務人事統括室

近藤 聡

総務部 施設担当部長
東急百貨店健康保険組合出向

営業本部 札幌店 外商部長

渡辺 文夫
以 上

