
２０２２年１月２８日 

各位                                                

株式会社 東急百貨店 

組織改正及び役員・部長級の異動のお知らせ 

 

当社は２月１日付けで、下記のとおり組織改正及び人事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」の重点施策の機動的推進、本社部門の効率化並びに事業環境の変化に対

応した組織体系の構築に向け、「営業本部」、「渋谷戦略事業部」及び「専門店事業部」を廃止する

とともに、「事業戦略室」を社長執行役員直轄組織とするほか、役付執行役員が各大部門（店・事業

部・運営部・室）を所管する担当制に変更する。 

 

2. 取締役の委嘱業務の変更 

新   職 旧   職 氏  名 

取締役副社長執行役員 業務統括 
取締役副社長執行役員 業務統括、 

事業戦略室・業務推進室所管 
雨宮 主 

 

3. 執行役員の委嘱業務の変更 

新   職 旧   職 氏  名 

常務執行役員 営業政策室、MD統括室、フ

ード事業部、ＥＣ・通販事業部所管 
常務執行役員 営業本部長 石原 一也 

常務執行役員 業務推進室、経営管理室所

管 
常務執行役員 経営管理室所管 三木 尚 

常務執行役員 本店、ＳｈｉｎQs、吉祥寺店、

たまプラーザ店、札幌店、SC 運営部所管 
常務執行役員 渋谷戦略事業部長 中村 宏 

常務執行役員 外商事業部所管 
常務執行役員 営業本部付外商事業

部所管 
椿 尚也 

執行役員 ＭＤ統括室長 
執行役員 営業本部 渋谷戦略事業

部 ファッション・雑貨統括部長 
高田 泰弘 

執行役員 フード事業部長 
執行役員 営業本部 渋谷戦略事業

部 食品統括部長 
鈴木 毅 

 

 



4．人事異動 

新   職 旧   職 氏  名 

内部統制推進室長 
営業本部 渋谷戦略事業部 営業推進部 

営業企画部長 
山口 達朗 

営業政策室長 
営業本部 渋谷戦略事業部 営業推進部

長 
渡辺 幹仁 

ＥＣ・通販事業部長 営業本部 専門店事業部長 伊藤 正貴 

事業戦略室 事業開発部長 兼 事業戦

略室 事業開発部 DX推進統括マネジャ

ー 

営業本部 渋谷戦略事業部 食品統括部 

第二食品部長 
小川 妙子 

営業政策室 営業政策部長 
営業本部 渋谷戦略事業部 営業推進部 

顧客サービス部長 
宮本 拓郎 

営業政策室 営業企画部長 事業戦略室 事業開発部長 石田 晃也 

営業政策室 顧客政策部長 
営業本部 渋谷戦略事業部 ＳｈｉｎＱｓ 

営業統括部長 
宗像 浩一 

ＭＤ統括室 MD戦略部長 

営業本部 渋谷戦略事業部 ファッショ

ン・雑貨統括部 MD 戦略・開発統括バイ

ヤー 

鴨下 和司 

ＭＤ統括室 リーシング部長 
営業本部 渋谷戦略事業部 ファッショ

ン・雑貨統括部 MD 戦略・開発担当部長 
市川 雄一 

ＭＤ統括室 ビューティー・雑貨部長 
営業本部 渋谷戦略事業部 ファッショ

ン・雑貨統括部 第一ＭＤ部長 
小山 幸英 

ＭＤ統括室 専門店運営部長 兼 ＭＤ

統括室 リーシング部 リーシング担当部

長 兼 MD統括室 ホームプランニング

統括マネジャー 

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 
高橋 伸直 

ＭＤ統括室 専門店運営部 専門店運営

担当部長 兼 ＭＤ統括室 専門店運営

部 ShinQsビューティーパレット統括マネ

ジャー 

営業本部 専門店事業部 専門店事業・

プラスクスタイル担当統括マネジャー 兼 

営業本部 渋谷戦略事業部 ファッショ

ン・雑貨統括部 業務推進担当統括マネ

ジャー 

假名田 久美子 

フード事業部 フード MD部長 
営業本部 渋谷戦略事業部 食品統括部 

第一食品部長 
薮崎 崇 

フード事業部 フードショー運営部長 
営業本部 専門店事業部 専門店事業担

当部長 
村松 寛幸 

 

 

 



新   職 旧   職 氏  名 

フード事業部 フードショー運営部 専門

店担当部長 兼 フード事業部 フードシ

ョー運営部 フードショースライス統括マ

ネジャー 

営業本部 専門店事業部 フード事業開

発・MD担当統括マネジャー 
駒場 啓 

ＥＣ・通販事業部 運営担当部長 
営業本部 渋谷戦略事業部 営業推進部 

ＥＣ・通販事業部長 
森田 正孝 

ＳｈｉｎＱｓ 営業統括部長 

経営管理室 グループ事業部長 兼 経

営管理室 経営企画部 経営企画担当部

長 

赤田 敏彦 

札幌店 営業統括部長 営業本部 札幌店 店舗戦略担当部長 石橋 明広 

札幌店 店舗戦略担当部長 
営業本部 札幌店 店舗戦略担当統括マ

ネジャー 
仙石 眞一 

ＳＣ運営部 日吉店長 

営業本部 渋谷戦略事業部 営業推進部 

営業企画部 営業企画担当統括マネジャ

ー 

小河 大介 

外商事業部 副事業部長 兼 外商事業

部 ソリューションサービス営業部長 兼 

外商事業部 ソリューションサービス営業

部 第二統括マネジャー 

経営管理室 経営企画部長 江藤 弘志 

外商事業部 お得意様営業部長 
営業本部 外商事業部 お得意様営業部 

営業推進担当統括マネジャー  
田巻 悟 

外商事業部 法人営業部長 兼 外商事

業部 ソリューションサービス営業部 営

業担当部長 

営業本部 外商事業部 ソリューションサ

ービス営業部 第二統括マネジャー 兼 

営業本部 外商事業部 ソリューションサ

ービス営業部 第一担当統括マネジャー  

萩元 亜佐子 

経営管理室 経営企画部長 事業戦略室 マーケティング戦略部長 柏木 徹 

東急ビジネスサポート株式会社 出向 営業本部 ＳＣ運営部 日吉店長 木村 智実 

 

 


