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新職務 氏名 現職務
本店 紳士用品部ゼネラルマネ
ジャー

大村　　俊介　　営業本部 紳士用品部長

本店 食品部ゼネラルマネジャー 倉地　　修　　　名古屋三越　栄本店食品部ゼネラ
ルマネジャー

本店 学校法人営業部ゼネラルマネ
ジャー

田畑　　富士夫　名古屋三越　栄本店婦人子供用品
部ゼネラルマネジャー

本店 営業推進部ゼネラルマネ
ジャー

鈴木　　庸　　　専門館事業部 多摩センター店ゼ
ネラルマネジャー

本店 リボーン推進室長 宮田　　学　　　本店 営業推進部ゼネラルマネ
ジャー

本店 リボーン推進室副室長 志村　　和俊　　本社付（本店　新・新館開設準備
室担当プロジェクトリーダー）

新宿店 営業第三部ゼネラルマネ
ジャー

川上　　洋　　　福岡三越　紳士用品部ゼネラルマ
ネジャー

銀座店 副店長 鈴木　　清江　　池袋店 営業第一部ゼネラルマネ
ジャー

銀座店 営業第一部ゼネラルマネ
ジャー

浜本　　暢也　　フランス三越　パリ三越支配人

銀座店 営業第二部ゼネラルマネ
ジャー

桐敷　　浩　　　営業本部 婦人子供用品部バイイ
ングマネジャー

銀座店 営業第四部ゼネラルマネ
ジャー

浦部　　保仁　　福岡三越　ホームファッション部
ゼネラルマネジャー

銀座店 営業第五部ゼネラルマネ
ジャー

岡本　　裕幸　　銀座店 営業第五部ディビジョン
マネジャー

銀座店 営業推進部ゼネラルマネ
ジャー

小島　　浩介　　銀座店 営業第五部ゼネラルマネ
ジャー

池袋店 営業第一部ゼネラルマネ
ジャー

高田　　繁 千葉三越 営業第一部ゼネラルマ
ネジャー

池袋店 営業第三部ゼネラルマネ
ジャー

佐藤　　隆三郎　松山店 営業第三部ゼネラルマネ
ジャー

横浜店 営業第二部ゼネラルマネ
ジャー

近藤　　克比古　通信販売事業本部 第四営業部ゼ
ネラルマネジャー

横浜店 営業推進部ゼネラルマネ
ジャー

大礒　　智信　　サテライト事業部 営業推進部ゼ
ネラルマネジャー

仙台店 営業第一部ゼネラルマネ
ジャー

田中　　稔　　　銀座店 営業第一部ゼネラルマネ
ジャー

仙台店 営業第三部ゼネラルマネ
ジャー

前嶋　　篤　　　仙台店 お得意様営業部ゼネラル
マネジャー

仙台店 お得意様営業部ゼネラルマ
ネジャー

信氏　　良一　　本店 三越お得意様営業部ディビ
ジョンマネジャー

仙台店 営業推進部ゼネラルマネ
ジャー

田中　　雅二　　銀座店 営業推進部マネジャー

札幌店 副店長兼営業推進部ゼネラ
ルマネジャー

松浦　　章夫　　札幌店 副店長兼業務推進部ゼネ
ラルマネジャー



札幌店 営業第二部ゼネラルマネ
ジャー

秋山　　泰貴　　本店 婦人子供用品部ディビジョ
ンマネジャー

札幌店 営業第三部ゼネラルマネ
ジャー

中邨　　雅之　　池袋店 営業第三部ゼネラルマネ
ジャー

札幌店 営業第四部ゼネラルマネ
ジャー

加藤　　禅　　　営業本部 生活雑貨部バイイング
マネジャー

札幌店 業務推進部ゼネラルマネ
ジャー

福井　　文弘　　札幌店 業務推進部マネジャー

大阪店 副店長 川口　　寛　　　高松店 営業第一部ゼネラルマネ
ジャー

広島店 営業第一部ゼネラルマネ
ジャー

吉原　　茂　　　営業本部 雑貨宝飾品部バイイン
グマネジャー

高松店 副店長 富里　　和泰　　営業本部 管理部長
高松店 営業第一部ゼネラルマネ
ジャー

寺門　　主郎　　新宿店 営業第一部マネジャー

高松店 営業第二部ゼネラルマネ
ジャー

森安　　耕二　　高松店 営業第二部ディビジョン
マネジャー

高松店 お得意様営業部ゼネラルマ
ネジャー

柏原　　修二　　高松店 お得意様営業部ディビ
ジョンマネジャー

松山店 営業第三部ゼネラルマネ
ジャー

中矢　　公雄　　松山店 営業第三部マネジャー

松山店 営業第五部ゼネラルマネ
ジャー

山本　　修司　　通信販売事業本部 第五営業部マ
ネジャー

松山店 お得意様営業部ゼネラルマ
ネジャー

村口　　光幸　　松山店 お得意様営業部マネジャー

専門館事業部 副事業部長 門倉　　光作　　名古屋三越　執行役員 専門館出
店準備室長

専門館事業部　副事業部長兼恵比
寿店ゼネラルマネジャー

白石　　武司　　専門館事業部 サンシャインシ
ティ館ゼネラルマネジャー

専門館事業部 サンシャインシティ
館ゼネラルマネジャー

野本　　繁　　　専門館事業部 札幌アルタ館マネ
ジャー

専門館事業部 多摩センター店ゼネ
ラルマネジャー

小原　　正博　　横浜店 副店長

専門館事業部 吉祥寺店ゼネラルマ
ネジャー

今野　　正利　　仙台店 営業推進部ゼネラルマネ
ジャー

通信販売事業本部 第一営業部ゼネ
ラルマネジャー

田中　　庸資　　新宿店 営業第三部ゼネラルマネ
ジャー

通信販売事業本部 第四営業部ゼネ
ラルマネジャー

今田　　和夫　　千葉三越　営業第四部ゼネラルマ
ネジャー

通信販売事業本部 顧客サービス営
業部ゼネラルマネジャー

小張　　恒雄　　通信販売事業本部 東日本営業部
ゼネラルマネジャー

法人外商本部 外商担当副本部長 菅　　　孝美　　法人外商本部 営業第一部ゼネラ
ルマネジャー

法人外商本部 営業第一部ゼネラル
マネジャー

森　　　庸哉　　法人外商本部 営業第二部ゼネラ
ルマネジャー

法人外商本部 営業第二部ゼネラル
マネジャー

佐藤　　秀二　　法人外商本部 営業第一部マネ
ジャー

法人外商本部 建装担当副本部長 河野　　喜七　　法人外商本部 営業担当副本部長
サテライト事業部 副事業部長兼営
業推進部ゼネラルマネジャー

青木　　和夫　　本社 コーポレートコミュニケー
ション室広報・IR担当ゼネラルマ
ネジャー

首都圏事業本部 企画調整部ゼネラ
ルマネジャー

大西　　秀樹　　銀座店 営業推進部ゼネラルマネ
ジャー

営業本部 商品企画部（商品企画担
当）ゼネラルマネジャー

梅根　　敬一郎　広島店 営業第一部ゼネラルマネ
ジャー

営業本部 営業企画部（ＳＩ推進担
当）ゼネラルマネジャー

安達　　辰彦　　営業本部 営業企画部（ＳＩ・商
品企画担当）ゼネラルマネジャー

営業本部 営業企画部（顧客・販促 笹岡　　寛　　　営業本部 営業企画部（販売推進



担当）ゼネラルマネジャー 担当）ゼネラルマネジャー
営業本部 管理部長 熊谷　　修　　　千葉三越副店長兼営業推進部ゼネ

ラルマネジャー
営業本部 管理部（営業管理担当）
ゼネラルマネジャー

村田　　孝文　　営業本部 管理部ゼネラルマネ
ジャー

営業本部 管理部（管理担当）ゼネ
ラルマネジャー

池浦　　昭彦　　営業本部 管理部プランニングス
タッフ

営業本部 管理部（用度品共同購買
担当）ゼネラルマネジャー

大塚　　陽三　　営業本部　用度品共同購買プロ
ジェクトリーダー

営業本部 管理部（海外店担当）ゼ
ネラルマネジャー

鎌田　　純　　　営業本部 管理部プランニングス
タッフ

営業本部 紳士用品部長 小布施　明　　　三越縫製　社長
営業本部 食品部長 松下　　成裕　　本店 食品部ゼネラルマネジャー
営業本部　ギフト推進プロジェク
トリーダー

岩崎　　努　　　高松店 副店長

名古屋三越　執行役員 営業統括本
部副本部長兼栄本店副店長

川上　　博史　　名古屋三越　執行役員 営業統括
本部副本部長

名古屋三越　星ヶ丘店副店長 市川　　純夫　　名古屋三越　新潟店営業第三部ゼ
ネラルマネジャー

名古屋三越　専門館出店準備室長 品田　　裕司　　専門館事業部 副事業部長兼恵比
寿店ゼネラルマネジャー

名古屋三越　栄本店食品部ゼネラ
ルマネジャー

湯川　　宏　　　二幸　常務取締役

名古屋三越　栄本店婦人子供用品
部ゼネラルマネジャー

三上　　博和　　銀座店 営業第二部ゼネラルマネ
ジャー

名古屋三越　栄本店お得意様営業
部ゼネラルマネジャー

藤野　　浩司　　名古屋三越　栄本店外商営業部外
商第二部ゼネラルマネジャー

福岡三越　ホームファッション部
ゼネラルマネジャー

石岡　　秀明　　横浜店 営業第二部ゼネラルマネ
ジャー

福岡三越　紳士用品部ゼネラルマ
ネジャー

土方　　恵策　　福岡三越　紳士用品部ゾーンマネ
ジャー

フランス三越　パリ三越支配人 浅賀　　誠　　　営業本部 営業企画部（ＳＩ・商
品企画担当）プランニングスタッ
フ

三越縫製社長兼第一ファッション
サービス社長（就任予定）

秋本　　茂　　　三越縫製常務取締役兼上田縫製社
長

プロネット社長（就任予定） 熊沢　　公一　　横浜店 営業推進部ゼネラルマネ
ジャー

三越健康保険組合　常務理事（就
任予定）

高木　　清彦　　三越情報サービス　常務取締役

千葉三越　営業推進部ゼネラルマ
ネジャー

柳谷　　優二　　仙台店 営業第一部ゼネラルマネ
ジャー

千葉三越　営業第一部ゼネラルマ
ネジャー

藤江　　茂　　　本店 特選雑貨部セールスマネ
ジャー

本社 経営企画部経営推進担当プロ
ジェクトリーダー

武宮　　徹郎　　本社 経営企画部業務統括プロ
ジェクトリーダー

本社 経営企画部関連事業担当（ラ
イフタイム上馬勤務）プロジェク
トリーダー

藤田　　亨　　　営業本部　エルダービジネス ラ
イフタイム上馬勤務 プロジェク
トリーダー

本社 経理部経理担当プロジェクト
リーダー

川浦　　一郎　　本社 経理部経理担当プランニン
グスタッフ

本社 コーポレートコミュニケー
ション室広報・IR担当ゼネラルマ
ネジャー

南雲　　次郎　　銀座店 営業第四部ゼネラルマネ
ジャー

本社不動産管理室長兼不動産管理
室管財担当ゼネラルマネジャー

天野　　公平　　本社 不動産管理室長

本社 不動産管理室賃料管理担当プ
ロジェクトリーダー

坪川　　誠　　　名古屋三越　星ヶ丘店副店長



本社 業務部業務担当ゼネラルマネ
ジャー

奥井　　一彦　　営業本部 業務部ゼネラルマネ
ジャー

本社 業務部システム統括担当ゼネ
ラルマネジャー

赤松　　憲　　　本社 経営企画部システム統括プ
ロジェクトリーダー

本社 業務部法務担当プロジェクト
リーダー 兼 監査担当

諸貫　　隆一　　本社 総務部法務担当ゼネラルマ
ネジャー 兼 監査担当

本社 監査担当プロジェクトリー
ダー

田丸　　健三郎　本社付プロジェクトリーダー

本社 監査担当プロジェクトリー
ダー

高羽　　康雄　　プロネット社長

本社 総務人事部総務・秘書担当ゼ
ネラルマネジャー

田中　　康博　　本社 総務部総務・秘書担当ゼネ
ラルマネジャー 兼 監査担当
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