２０２０年３月２７日
各 位
株式会社 東急百貨店

組織改正および取締役、執行役員等の異動のお知らせ
当社は４月１日付けで、下記のとおり組織改正ならびに取締役、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
中期経営計画最終年度における「融合型リテーラー」の構築に向け、重点施策の強力な推進ならびに
本社部門の効率化を目的として組織改正を行います。
 「内部統制推進部」を大部門とし、「内部統制推進室」に名称変更する
■営業本部
 「営業本部」内に渋谷エリアにおける事業を戦略的に束ねる部門として「渋谷戦略事業部」を新設す
る
 「東横店」ならびに同店の「営業統括部」を廃止する
 「営業政策部」を「営業推進部」に名称変更し、「渋谷戦略事業部」に「営業推進部」「ファッション・
雑貨統括部」「食品統括部」「本店」「ShinQs」を設置する
 「営業企画部」「販売促進部」「店舗販売推進部」を再編し、一部業務を「営業推進部」に集約し、
一部業務を各店舗に移設する
 「ファッション・雑貨統括部」の「自主 MD 部」を廃止し、再編する
 「専門店開発部」（補助大部門）を廃止し、「専門店事業部」（大部門）を新設する
 「札幌店」の「営業部」「営業推進部」「外商部」を統合し、「営業統括部」を新設する
■企画・業務本部
 「企画・業務本部」を廃止し、下部組織の「総務人事統括室」「経理・システム統括室」「経営統括室」
を廃止する
 「事業戦略室」を新設、同室に「マーケティング戦略部」を新設、「経営統括室」の「事業開発部」を
移設、「経理・システム統括室」の 「情報システム部」を「デジタル推進部」に名称変更し、移設する
 「業務推進室」を新設し、「総務人事統括室」の「総務部」「人事部」、「経営統括室」の「秘書広報部」
を移設する
 「総務人事統括室」の「店舗業務運営部」を廃止する
 「経営管理室」を新設、同室に「経営統括室」の「経営企画部」「渋谷業務管理部」、「経理・システム
統括室」の「経理部」、 「企画・業務本部」の「施設・店舗環境計画部」を移設、「グループ事業部」を
新設する

２． 取締役の選任及び業務委嘱の変更
（４月１日）
新職

旧職

取締役 副社長執行役員 業務統括、事業戦

取締役 副社長執行役員 企画・業務

略室・業務推進室所管

本部長

取締役

取締役 専務執行役員 営業本部長
取締役 常務執行役員 企画・業務本

取締役

部 副本部長

常務執行役員 経営管理室所管
常務執行役員 営業本部長

東急株式会社 渋谷開発事業部
開発推進グループ 統括部長
常務執行役員 営業本部副本部長
兼 営業本部 東横店長

氏名
雨宮 主
上根 弘之
山川 貴史
三木 尚
石原 一也

（４月２７日予定）
新職

旧職

氏名

取締役 常務執行役員 経営管理室所管

常務執行役員 経営管理室所管

三木 尚

取締役 常務執行役員 営業本部長

常務執行役員 営業本部長

石原 一也

取締役

濵名 節

（東急株式会社 取締役 常務執行役員）

退 任

取締役相談役

二橋 千裕

取締役

上根 弘之

取締役

巴 政雄

取締役

堀江 正博

取締役

秋山 浄司

３． 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 渋谷戦略事業部長

旧職
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 渋谷戦略事業部 ファッ

執行役員 営業本部 ファッション・雑

ション・雑貨統括部長

貨統括部長

執行役員 営業本部 渋谷戦略事業部 食品

株式会社セントラルフーズ 常務取締

統括部長

役

執行役員

営業本部 渋谷戦略事業部

本店長
執行役員 営業本部 札幌店長
執行役員 業務推進室長

営業本部

吉祥寺店長

営業本部 ＳＣ運営部長 兼 営業本
部 ＳＣ運営部 町田店長
企画・業務本部 総務人事統括室長

氏名
中村 宏
高田 泰弘
鈴木 毅
稲葉 満宏
中井 智彦
関根 功

新職

旧職

氏名

執行役員 企画・業務本部 経理・シス
執行役員 経営管理室長

テム統括室長 兼 企画・業務本部 経
理・システム統括室 情報システム部

赤羽祐一郎

長
株式会社東急タイム 代表取締役社長
株式会社東急百貨店サービス 代表取締役
社長
株式会社ながの東急百貨店 顧問

執行役員 営業本部 本店長

高橋 功

執行役員 営業本部 札幌店長

萩原 正統

株式会社東急タイム 取締役社長 兼
株式会社ながの東急百貨店 顧問

平石 直哉

執行役員 企画・業務本部 経営統括
株式会社ながの東急百貨店 顧問

室長 兼 株式会社ながの東急百貨

小泉 忠行

店 顧問
株式会社セントラルフーズ 常務取締役

執行役員 営業本部 食品統括部長

中島 隆夫

※４月１５日に開催予定の株式会社ながの東急百貨店の定時株主総会及び取締役会において、平石直哉は
代表取締役社長に、小泉忠行は常務取締役にそれぞれ就任する予定です。

４． 人事異動
新職
内部統制推進室長
営業本部 渋谷戦略事業部 営業推進部長
営業本部 渋谷戦略事業部 ShinQs 店長
営業本部 吉祥寺店長
営業本部 たまプラーザ店長
営業本部 SC 運営部長 兼 営業本部 SC 運
営部 町田店長

旧職
総 務 人 事 統 括 室 店 舗業 務 運 営 部
東横店業務運営担当部長
営業本部 事業推進担当部長
営業本部 東横店 営業統括部 二子
玉川担当部長
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 東横店 営業統括部長

氏名
堀川 恒人
渡辺 幹仁
馬場知瀨子
武藤 正人
落合 康成

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

西山 健司

事統括室 店舗業務運営部長
企画・業務本部 経営統括室 事業開

営業本部 専門店事業部長

発部長 兼 営業本部 営業政策部

伊藤 正貴

専門店開発部 専門店事業担当部長
事業戦略室長
内部統制推進室 内部統制推進担当部長

営業本部 営業政策部 営業企画部長
内部統制推進部 内部統制推進担当
部長

営業本部 渋谷戦略事業部 営業推進部 営

企画・業務本部 経営統括室 経営企

業企画部長

画部長

山田 拓弥
門井 弘二
山口 達朗

新職
営業本部 渋谷戦略事業部 営業推進部 顧
客サービス部長

旧職
営業本部 ShinQｓ 営業統括部長

営業本部 渋谷戦略事業部 営業推進 部

営業本部 営業政策部 EC・通販事業

EC・通販事業部長

部長

営業本部 渋谷戦略事業部 ファッション・雑

営業本部

貨統括部 第一 MD 部長

自主 MD 部 マーチャンダイザー

営業本部 渋谷戦略事業部 ファッション・雑
貨統括部 第二 MD 部長

営業本部

ファッション・雑貨統括部

第二ショップ MD 部 マーチャンダイザ

一食品部長

フードショーエッジ 統括マネジャー

営業本部 渋谷戦略事業部 食品統括部 第

営業本部

二食品部長

マーチャンダイザー
営業本部

食品統括部 第一食品部

第一ショップ MD 部 マーチャンダイザ

長

営業本部 吉祥寺店 営業統括部長

営業本部 事業推進担当部長
営業本部

食品統括部 第二食品部

マーチャンダイザー

営業本部 札幌店 営業統括部長

営業本部 札幌店 営業推進部長

営業本部 札幌店 営業統括部 外商担当部

営業本部 札幌店 営業部長 兼 営

長

業本部 札幌店 外商部長

営業本部 SC 運営部 日吉店長
営業本部 専門店事業部 開発担当部長
営業本部 専門店事業部 運営担当部長

高橋 伸直

薮崎 崇
松井 良一

石橋 明広

ー

括部長

営業本部 札幌店 庶務部長

小山 幸英

ファッション・雑貨統括部

営業本部 渋谷戦略事業部 ShinQs 営業統 営業本部 ShinQs 業務運営担当部

営業本部 たまプラーザ店 営業統括部長

森田 正孝

ー
営業本部 渋谷スクランブルスクエア

部長

宮本 拓郎

ファッション・雑貨統括部

営業本部 渋谷戦略事業部 食品統括部 第

営業本部 渋谷戦略事業部 本店 営業統括

氏名

企画・業務本部 経営統括室 経営企
画部 経営企画担当統括マネジャー
営業本部 たまプラーザ店 営業統括
部長
営業本部 食品統括部 ＭＤ戦略・開
発担当部長
営業本部 本店 営業統括部 サービ
ス担当部長

宗像 浩一
塙 浩
佐藤 弘樹
北村 徹夫
小森 裕一
小林 香
木村 智実
村松 寛幸
馬場万里子

企画・業務本部 経営統括室 経営企
事業戦略室 マーケティング戦略部長

画部 経営企画担当部長 兼 企画・業
務本部 経営統括室 事業開発部 事
業開発担当部長

柏木 徹

新職
事業戦略室 事業開発部長

旧職
営業本部 本店 営業統括部長

氏名
石田 晃也

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
事業戦略室 デジタル推進部長

部 営業政策部 EC・通販事業部 EC

須崎 直哉

推進・デジタルマーケティング担当部
長）
業務推進室 総務部長

企画・業務本部 総務人事統括室 人
事部 人事担当統括マネジャー

業務推進室 総務部 渋谷業務庶務担当部

総 務 人 事 統 括 室 店 舗業 務 運 営 部

長

たまプラーザ店業務運営担当部長

業務推進室 総務部 総務担当部長
業務推進室 人事部長
業務推進室 秘書広報部長
経営管理室 開発担当部長
経営管理室 経営企画部長

企画・業務本部 総務人事統括室 総
務部長
企画・業務本部 経営統括室 秘書広
報部長
営業本部 営業政策部 顧客サービス
部長
企画・業務本部 経営統括室 開発担
当部長
東急株式会社出向

佐藤 尚志
黒崎 康浩
青木 浩一
飯塚 康浩
大島 光由
渡辺 葉一
江藤 弘志

企画・業務本部 総務人事統括室 店
経営管理室 経営企画部 業務改革担当部

舗業務運営部 吉祥寺店業務運営担

長

当部長 兼 営業本部 吉祥寺店 営

志田 英一

業統括部長
経営管理室 経営企画部 業務改革担当部

企画・業務本部 総務人事統括室 店舗

長

業務運営部 本店業務運営担当部長

経営管理室 グループ事業部長 兼 経営管

企画・業務本部 経営統括室 経営企

理室 経営企画部 経営企画担当部長

画部 経営企画担当部長

駒井 孝至
赤田 敏彦

経営管理室 渋谷業務管理部長 兼 営業 企画・業務本部 経営統括室 渋谷業
本部 渋谷戦略事業部 渋谷戦略担当部長

務管理部長 兼 企画・業務本部 経

兼 経営管理室 経営企画部 経営企画・法 営統括室 経営企画部 経営企画・法
務担当部長

務担当部長

経営管理室 経理部長

経理・システム統括室 経理部長

松野 亮

延命 大爾

企画・業務本部 施設・店舗環境計画
経営管理室 施設・店舗環境計画部長

部長 兼 営業本部 施設・店舗環境

中野 和夫

計画担当部長
経営管理室 施設・店舗環境計画部 店舗計

企画・業務本部 施設・店舗環境計画

画担当部長

部 店舗計画担当部長

逸見 明子

新職

旧職

氏名

渋谷地下街株式会社出向

営業本部 SC 運営部 日吉店長

渡辺甲子郎

株式会社東急百貨店サービス出向

営業本部 たまプラーザ店長

森 美佳子

株式会社東急百貨店サービス出向

営業本部 営業政策部 販売促進部
長

新倉 正則

以 上

