
株式会社三越　人事異動 2004/2/23

新役職 氏 名 現役職

（2004年2月29日付）

執行役員　(株)沖縄三越出向（取締役社長就任予定･ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 岡村 　篤 執行役員 営業本部 副本部長兼顧客マーケティング部長
（株）沖縄三越出向（取締役就任予定・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 冨澤 　高志 　 銀座店 営業第一部ディビジョンマネジャー

（2004年3月1日付）

経営企画部　新規案件プロジェクトリーダー 永松 　和成 　 本社 経営企画部中長期計画担当プロジェクトリーダー
 経営企画部中長期計画担当プロジェクトリーダー 吉田 　博直 　 九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ福岡店 業務推進部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ兼本社法務監査室（九州駐在）
 経営企画部中長期計画担当プロジェクトリーダー 和田 　秀治 　 九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ鹿児島店 営業推進部ゼネラルマネジャー
業務部長 小泉 　幸博 　 銀座店 副店長
 業務部物流統括担当プロジェクトリーダー 生島 　俊彦 　 本社 業務部業務担当プランニングスタッフ
 業務部営業管理担当ゼネラルマネジャー 楠 　　直 　　 営業本部 管理部（営業管理担当）プランニングスタッフ
 業務部環境・品質管理担当ゼネラルマネジャー 鈴木 　英雄 　 営業本部 品質管理部長
 業務部環境・品質管理担当プロジェクトリーダー 田中 　浩 　　 本社 コーポレートコミュニケーション室環境担当プランニングスタッフ
 業務部法務担当ゼネラルマネジャー 諸貫 　隆一 　 本社 法務監査室（法務担当）プロジェクトリーダー
人事部長 松村 　茂 　　 本社　総務人事部人事担当兼人材開発担当ゼネラルマネジャー
人事部　人事担当兼人材開発担当ゼネラルマネジャー 武藤 　隆明 　 銀座店 業務推進部ゼネラルマネジャー
人事部労務厚生担当ゼネラルマネジャー 福原 　裕 本社　総務人事部労務厚生担当ゼネラルマネジャー
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長付（三井業際研担当） 佐藤 　定 ㈱三越保険サービス出向（社長・本社付）
 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部総務秘書担当ゼネラルマネジャー 田中 　康博 　 本社 総務人事部総務担当ゼネラルマネジャー
 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部広報・ＩＲ担当ゼネラルマネジャー 南雲 　次郎 本社　ｺｰﾎﾟ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
 経営企画部企画調整担当プロジェクトリーダー 阿河 　弘 　　 首都圏事業本部 企画調整部（業務担当）プロジェクトリーダー
 経営企画部開発担当プロジェクトリーダー 能勢 　幸次 　 米国三越出向（ニューヨーク三越支配人・営業本部長付）
 経営企画部開発担当プロジェクトリーダー 安達 　辰彦 　 営業本部 顧客マーケティング部（ＳＩ推進担当）ゼネラルマネジャー
 監査室長 高羽 　康雄 　 本社 法務監査室（監査担当）プロジェクトリーダー
 監査室プロジェクトリーダー 濱崎 　洋 　　 レオド－ル商事（株）出向（取締役・本社付）
 管財部管財担当兼賃料管理担当ゼネラルマネジャー 坪川 　誠 　　 本社 不動産管理室賃料管理担当プロジェクトリーダー
 管財部購買管理担当ゼネラルマネジャー 大塚 　陽三 　 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
 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進部顧客戦略担当ゼネラルマネジャー 山下 　広二 　 営業本部 顧客マーケティング部（ＣＲＭ推進担当）ゼネラルマネジャー
 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進部店舗戦略担当ゼネラルマネジャー 平川 　吉延 　 広島店 営業推進部ゼネラルマネジャー
 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進部営業開発担当ゼネラルマネジャー 大沢 　慶久 　 本社 経営企画部事業開発担当プロジェクトリーダー
グループ事業本部長付 橋元 　和昌 　 （株）二幸出向（常務取締役・本社付）
グループ事業本部事業企画部関連事業担当ゼネラルマネジャー 浅地 　徹 　　 本社 経営企画部関連事業担当プロジェクトリーダー
グループ事業本部事業企画部海外店担当ゼネラルマネジャー 飯田 　望 　　 英国三越出向（ロンドン三越支配人・営業本部長付）
グループ事業本部海外店担当中国駐在所長（上海駐在） 古志 　章典 営業本部 婦人子供用品部池袋店常駐バイヤー

（株）レオマ－ト出向（社長就任予定・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 永峯 　三樹夫 本社 コーポレートコミュニケーション室長
（株）レオマ－ト出向（常務取締役就任予定・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 若原 　泰雄 　 通信販売事業本部 第三営業部ゼネラルマネジャー
（株）三越友の会出向（社長就任予定・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 於茂田 健朗 　 ㈱三越友の会出向（取締役本社統括部長・本社付）
㈱三越友の会出向（取締役本社統括部長就任予定・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 薬師寺 史治 　 九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ福岡店 業務推進部ゾーンマネジャー
㈱二幸出向（取締役営業推進室ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ就任予定・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 長谷川 茂 　　 ㈱二幸出向（営業推進室副室長・本社付）
（株）二幸出向（常務取締役就任予定・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 松本 　恒夫 　 九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ鹿児島店長
（株）二幸出向（取締役就任予定・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 外山 　昌一 　 （株）三越友の会出向（常務取締役・本社付）
三越縫製㈱出向（社長・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 秋本 　茂 　　 三越縫製㈱出向（社長兼㈱第一ﾌｧｯｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ社長・本社付）
（株）三越保険サービス出向（社長就任予定・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 橋本 　均 　　 法人外商本部 業務担当副本部長兼業務推進部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ
（株）三越環境サービス出向（常務取締役就任予定・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 伊江 　邦男 　 ㈱二幸出向（常務取締役ﾚｽﾄﾗﾝ部長・本社付）
レオド－ル商事（株）出向（取締役就任予定・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 嶋野 　光行 　 営業本部 ジョイントバイイング部長
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㈱ﾌﾟﾛﾈｯﾄ出向（取締役名古屋営業部長・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 平林 　秀敏 　 （株）プロネット出向（取締役・本社付）
㈱三越情報ｻｰﾋﾞｽ出向（取締役就任予定名古屋事業所長・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 鈴木 　登 ㈱名古屋三越ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ出向（社長・業務統括室付）
㈱岡島出向（特選雑貨部統括ﾏﾈｼﾞｬｰ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 寺島 　実 　　 ㈱レオマート出向（取締役営業第二部長・本社付）
㈱うすい百貨店出向（副店長・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 斉藤 　静夫 　 ㈱うすい百貨店出向（ﾎｰﾑﾌｧｯｼｮﾝ部長・本社付）
㈱うすい百貨店出向（食品部長・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 大塚 　雅 池袋店 営業第四部ゼネラルマネジャー
㈱うすい百貨店出向（ｱﾊﾟﾚﾙﾌｧｯｼｮﾝ部長・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 加茂下 明人 　 通信販売事業本部 第二営業部ゼネラルマネジャー
㈱一畑百貨店出向（服飾雑貨部長・ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業本部長付） 土井 　利明 本店　特選雑貨部マネジャー

フランス三越出向（パリ三越支配人・グループ事業本部長付） 鎌田 　純 　　 営業本部 管理部（海外店担当）ゼネラルマネジャー
英国三越出向（ロンドン三越支配人・グループ事業本部長付） 渡邉 　浩之 　 英国三越出向（ロンドン三越ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｽﾀｯﾌ・営業本部長付）
米国三越出向（ニューヨーク三越支配人・グループ事業本部長付） 吉川 　貴夫 　 米国三越出向（ニューヨーク三越ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｽﾀｯﾌ・営業本部長付）

本店 特選雑貨部長 大湯 　豊明 　 本店 特選雑貨部ゼネラルマネジャー
本店　特選雑貨部（宝飾品担当兼特選ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ担当）ゼネラルマネジャー 馬場 　政二 　 本店 特選雑貨部ディビジョンマネジャー
本店　特選雑貨部（婦人雑貨担当）ゼネラルマネジャー 尾谷 　範正 　 札幌店 営業第一部ゼネラルマネジャー
本店 婦人子供用品部長 倉前 　敏雄 　 池袋店 副店長
本店　婦人子供用品部（ｷｬﾘｱ担当）ゼネラルマネジャー 武政 　和男 　 本店 婦人子供用品部ディビジョンマネジャー
本店　婦人子供用品部（ﾏﾁｭｱ・子供担当）ゼネラルマネジャー 三須 　尚紀 　 千葉店 営業第二部ゼネラルマネジャー
本店 紳士用品部長 小布施 明 　　 営業本部 紳士用品部長
本店　紳士用品部（ﾋﾞｼﾞﾈｽ担当）ゼネラルマネジャー 西田 　弘昌 　 営業本部 紳士用品部バイイングマネジャー
本店　紳士用品部（ｶｼﾞｭｱﾙ・ｽﾎﾟｰﾂ担当）ゼネラルマネジャー 矢野 　毅 　　 営業本部 紳士用品部本店バイヤー
本店 生活雑貨部長 清野 　秀敏 　 本店 生活雑貨部ゼネラルマネジャー
本店　生活雑貨部（ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ・ﾎﾋﾞｰ担当）ゼネラルマネジャー 近藤 　克比古 横浜店 営業第二部ゼネラルマネジャー
本店　生活雑貨部（ｲﾝﾃﾘｱ・ﾘﾗｸｼﾝｸﾞ担当）ゼネラルマネジャー 石岡 　秀明 　 九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ福岡店 ホームファッション部ゼネラルマネジャー
本店 食品部長 倉地 　修 　　 本店 食品部ゼネラルマネジャー
本店　食品部（食品ギフト担当）ゼネラルマネジャー 根津 　博明 　 本店 食品部ディビジョンマネジャー
本店　食品部（生鮮・ﾚｽﾄﾗﾝ担当）ゼネラルマネジャー 秋谷 　隆史 　 高松店 営業第四部ゼネラルマネジャー
本店 呉服部長 井上 　秀之 　 本店 呉服部ゼネラルマネジャー
本店 学校法人営業部長 田畑 　富士夫 本店 学校法人営業部ゼネラルマネジャー
本店 美術部長 大島 　英仁 　 本店 美術部ゼネラルマネジャー
本店 顧客サービス部長 塩田 　秀雄 　 本店 顧客サービス部ゼネラルマネジャー
本店 三越お得意様営業部長 黒部 　篤志 　 本店 三越お得意様営業部ゼネラルマネジャー
本店　三越お得意様営業部（帳場担当）ゼネラルマネジャー 田口 　隆男 　 本店 三越お得意様営業部ディビジョンマネジャー
本店　三越お得意様営業部（営業推進担当）ゼネラルマネジャー 中川 　秀雄 　 本店 三越お得意様営業部ディビジョンマネジャー
本店 ギフト営業部長 山上 　孝一 　 本店 ギフト営業部ゼネラルマネジャー
本店 業務推進部長 橋本 　恵一 　 本店 業務推進部ゼネラルマネジャー
本店 ｅ-ビジネス推進室長 上野 　仁 　　 本店 ｅ-ビジネス推進室副室長
本店 営業推進部長 鈴木 　庸 　　 本店 営業推進部ゼネラルマネジャー
本店 ＭＤ統括部長 志村 　和俊 　 本店 リボーン推進室副室長
本店 サテライト営業部長 青木 　和夫 　 本店 サテライト営業部ゼネラルマネジャー

銀座店 副店長 鈴木 　清江 　 銀座店 副店長兼営業第一部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ
銀座店 営業第一部ゼネラルマネジャー 大槻 　芳之 　 松山店 営業第一部ゼネラルマネジャー
銀座店 営業第三部ゼネラルマネジャー 青木 　寛治 　 千葉店 営業第三部ゼネラルマネジャー
銀座店 業務推進部ゼネラルマネジャー 持木 　敏彦 　 本社 経営企画部中長期計画担当プランニングスタッフ

池袋店　副店長 大村 　俊介 　 本店 紳士用品部ゼネラルマネジャー
池袋店 営業第二部ゼネラルマネジャー 加古 　泰資 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 婦人子供用品部ディビジョンマネジャー
池袋店 営業第四部ゼネラルマネジャー 出井 　洋一 　 横浜店 営業第三部ゼネラルマネジャー

大阪店　副店長兼営業推進部ゼネラルマネジャー 川口 　寛 　　 大阪店 副店長

高松店 営業第三部ゼネラルマネジャー 原口 　克司 　 高松店 営業第三部ディビジョンマネジャー
高松店 営業第四部ゼネラルマネジャー 北嶋 　照久 　 高松店 営業第三部ゼネラルマネジャー
高松店 営業第五部ゼネラルマネジャー 松浦 　正文 　 銀座店 営業第五部ディビジョンマネジャー
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高松店 業務推進部ゼネラルマネジャー 鈴木 　康弘 　 高松店 営業推進部ディビジョンマネジャー
松山店 営業第一部ゼネラルマネジャー 五百木 省三 　 松山店 お得意様営業部ディビジョンマネジャー
松山店　営業第四部ゼネラルマネジャー 山本 　修司 松山店 営業第五部ゼネラルマネジャー
松山店 業務推進部ゼネラルマネジャー 玉手 　信 　　 松山店 営業推進部ディビジョンマネジャー

仙台店 営業第四部ゼネラルマネジャー 高山 　政登 　 本店 食品部セールスマネジャー

札幌店 副店長 松浦 　章夫 　 札幌店 副店長兼営業推進部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ
札幌店 営業第一部ゼネラルマネジャー 鈴木 　正実 　 営業本部 雑貨宝飾品部バイイングマネジャー
札幌店 営業推進部ゼネラルマネジャー 清野 　泰 　　 専門館事業部 吉祥寺店マネジャー

広島店 営業推進部ゼネラルマネジャー 服部 　崇久 　 広島店 営業推進部マネジャー

横浜店 営業第二部ゼネラルマネジャー 中曽根 勝彦 　 本店 生活雑貨部ディビジョンマネジャー
横浜店 営業第三部ゼネラルマネジャー 浅野 　泰之 　 営業本部 食品部本店バイヤー
横浜店 営業推進部ゼネラルマネジャー 渡辺 　憲一 　 横浜店 営業推進部マネジャー

専門館事業部 業務推進部ゼネラルマネジャー 山本 　豊 　　 専門館事業部 営業推進部ゼネラルマネジャー
専門館事業部 営業推進部ゼネラルマネジャー 居村 　達也 　 専門館事業部 多摩センター店マネジャー

商品本部　商品企画部長 鈴木 　理夫 　 営業本部 雑貨宝飾品部長
商品本部 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 営業本部 商品企画部（商品企画担当）ゼネラルマネジャー
商品本部 商品企画部商品システム推進担当ゼネラルマネジャー 西田 　雅一 　 営業本部 商品企画部（商品企画担当）プランニングスタッフ
商品本部 商品企画部商品システム推進担当プロジェクトリーダー 池浦 　昭彦 　 営業本部 管理部（管理担当）ゼネラルマネジャー
商品本部　ﾌｧｯｼｮﾝ商品部長 末広 　秀孝 　 営業本部 婦人子供用品部長
商品本部 ﾌｧｯｼｮﾝ商品部紳士ﾋﾞｼﾞﾈｽ担当ゼネラルマネジャー 塩野 　邦夫 　 銀座店 営業第三部ゼネラルマネジャー
商品本部 ﾌｧｯｼｮﾝ商品部紳士ｶｼﾞｭｱﾙ・ｽﾎﾟｰﾂ担当ゼネラルマネジャー 桜井 　辰哉 　 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 紳士用品部ゼネラルマネジャー
商品本部 ﾌｧｯｼｮﾝ商品部婦人キャリア担当ゼネラルマネジャー 林 　　秀樹 　 営業本部 婦人子供用品部バイイングマネジャー
商品本部 ﾌｧｯｼｮﾝ商品部婦人プレタポルテ担当ゼネラルマネジャー 村上 　英之 　 営業本部 婦人子供用品部バイイングマネジャー
商品本部 ﾌｧｯｼｮﾝ商品部婦人次世代・ﾏﾁｭｱ担当ゼネラルマネジャー 澁谷 　和樹 　 池袋店 営業第二部ゼネラルマネジャー
商品本部 ﾌｧｯｼｮﾝ商品部子供・ベビー担当ゼネラルマネジャー 坂田 　玲子 　 銀座店 営業第四部マネジャー
商品本部 ﾌｧｯｼｮﾝ商品部特選ブランド・化粧品担当ゼネラルマネジャー 今津 　康 　　 営業本部 雑貨宝飾品部バイイングマネジャー
商品本部 ﾌｧｯｼｮﾝ商品部宝飾品担当ゼネラルマネジャー 米田 　裕夫 　 本店 特選雑貨部ディビジョンマネジャー
商品本部 ﾌｧｯｼｮﾝ商品部服飾雑貨担当ゼネラルマネジャー 藤川 　敏 　　 営業本部 雑貨宝飾品部バイイングマネジャー
商品本部　ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ商品部長 矢沢 　研一 　 営業本部 生活雑貨部長
商品本部 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ商品部呉服担当ゼネラルマネジャー 小関 　敬一郎 本店 呉服部ディビジョンマネジャー
商品本部 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ商品部美術担当ゼネラルマネジャー 乾 　　誠一郎 営業本部 呉服美術部長
商品本部 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ商品部生活雑貨担当ゼネラルマネジャー 平城 　大二郎 営業本部 生活雑貨部バイイングマネジャー
商品本部 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ商品部ﾎｰﾑﾌｧｯｼｮﾝ担当ゼネラルマネジャー 新津 　光貴 　 本店 生活雑貨部ディビジョンマネジャー
商品本部 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ商品部ｲﾝﾃﾘｱ担当ゼネラルマネジャー 早川 　忠司 　 松山店 営業第四部ゼネラルマネジャー
商品本部　フード商品部長 松下 　成裕 　 営業本部 食品部長
商品本部 ﾌｰﾄﾞ商品部菓子担当ゼネラルマネジャー 成毛 　良一 　 営業本部 食品部バイイングマネジャー
商品本部 ﾌｰﾄﾞ商品部生鮮・ﾚｽﾄﾗﾝ担当ゼネラルマネジャー 田尾 　隆典 　 営業本部 食品部バイイングマネジャー
商品本部 ﾌｰﾄﾞ商品部食品ｷﾞﾌﾄ担当ゼネラルマネジャー 柴山 　康雄 　 仙台店 営業第四部ゼネラルマネジャー
商品本部　販売計画部長 岩崎 　努 　　 営業本部 ギフト推進プロジェクトプロジェクトリーダー
商品本部 販売計画部販売計画担当ゼネラルマネジャー 笹岡 　寛 　　 営業本部 顧客マーケティング部（営業企画担当）ゼネラルマネジャー
商品本部 販売計画部ｷﾞﾌﾄ政策担当ゼネラルマネジャー 坂本 　康真 　 営業本部 顧客マーケティング部（営業企画担当）プランニングスタッフ
商品本部 販売計画部媒体制作担当ゼネラルマネジャー 島田 　清 　　 営業本部 媒体制作部長
商品本部 販売計画部ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞｲｲﾝｸﾞ担当ゼネラルマネジャー 小谷 　明 　　 ㈱うすい百貨店出向（副店長・本社付）
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商品本部　管理部長 熊谷 　修 営業本部 管理部長
商品本部 管理部総務担当ゼネラルマネジャー 小尾 　嘉毅 　 営業本部 管理部（管理担当）プランニングスタッフ
商品本部 管理部商品管理担当ゼネラルマネジャー 村田 　孝文 　 営業本部 管理部（営業管理担当）ゼネラルマネジャー

首都圏事業部　企画調整部長 川上 　博史 　 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 副店長兼営業統括室副室長
首都圏事業部 企画調整部営業企画担当ゼネラルマネジャー 大西 　秀樹 　 首都圏事業本部 企画調整部ゼネラルマネジャー
首都圏事業部 企画調整部業務担当ゼネラルマネジャー 大内 　隆之 　 通信販売事業本部 営業推進部ゼネラルマネジャー

通信販売事業本部 紳士用品部ゼネラルマネジャー 田中 　庸資 　 通信販売事業本部 第一営業部ゼネラルマネジャー
通信販売事業本部 婦人用品部ゼネラルマネジャー 後藤 　元良 　 本店 婦人子供用品部ディビジョンマネジャー
通信販売事業本部 服飾雑貨部ゼネラルマネジャー 原 　　正治 　 通信販売事業本部 第四営業部マネジャー
通信販売事業本部 生活雑貨部ゼネラルマネジャー 元井 　三平 　 通信販売事業本部 第四営業部ゼネラルマネジャー
通信販売事業本部 食品部ゼネラルマネジャー 三室 　弘 　　 通信販売事業本部 第五営業部ゼネラルマネジャー
通信販売事業本部 業務推進部ゼネラルマネジャー 樋口 　昇 　　 通信販売事業本部 第五営業部マネジャー

法人外商本部　業務担当副本部長 鈴木 　進 　　 （株）レオマ－ト出向（社長・本社付）
法人外商本部　営業担当副本部長 菅 　　孝美 　 法人外商本部 法人外商担当副本部長
法人外商本部 営業第二部ゼネラルマネジャー 林 　　修平 　 法人外商本部 営業開発部ゼネラルマネジャー
法人外商本部 営業第三部ゼネラルマネジャー 井奈 　武 　　 法人外商本部 広域営業部ゼネラルマネジャー
法人外商本部 営業第四部ゼネラルマネジャー 永野 　昌志 　 法人外商本部 営業第三部ゼネラルマネジャー
法人外商本部 営業開発部ゼネラルマネジャー 安相 　良一 　 九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ福岡店 お得意様営業部ゼネラルマネジャー
法人外商本部 業務推進部ゼネラルマネジャー 島脇 　長史 　 法人外商本部 業務推進部マネジャー

千葉店 営業第二部ゼネラルマネジャー 松浦 　基晴 　 営業本部 婦人子供用品部バイイングマネジャー
千葉店 営業第三部ゼネラルマネジャー 新井 　茂樹 　 法人外商本部 ユニフォーム営業部ゼネラルマネジャー

名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 副店長　兼　営業統括副室長 宮田 　学 　　 本店 リボーン推進室長
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 紳士用品部ゼネラルマネジャー 伊藤 　弘孝 　 営業本部 紳士用品部バイイングマネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 生活雑貨部ゼネラルマネジャー 伊神 　鉱治 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 紳士用品部ディビジョンマネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 お得意様営業部ゼネラルマネジャー 田中 　浩史 　 営業本部 ネットワーク営業プロジェクトプランニングスタッフ
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 法人外商部営業第一部ゼネラルマネジャー 矢野 　淳 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 お得意様営業部法人外商一部マネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 法人外商部営業第二部ゼネラルマネジャー 藤野 　浩司 　 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 お得意様営業部法人外商二部ゼネラルマネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 法人外商部長 佐々木 美郎 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 お得意様営業部お得意様営業推進部ゼネラルマネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 法人外商部営業推進部ゼネラルマネジャー 高木 　政佳 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 生活雑貨部ゼネラルマネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 顧客ｻｰﾋﾞｽ部ゼネラルマネジャー 加藤 　敏行 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 営業推進部ディビジョンマネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 営業推進部ゼネラルマネジャー 片山 　達也 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 お得意様営業部お得意様営業二部ゼネラルマネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 業務推進部ゼネラルマネジャー 山田 　恒夫 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 専門館出店準備室ゼネラルマネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋星ヶ丘店 営業第四部ゼネラルマネジャー 上口 　高行 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 食品部ディビジョンマネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　業務統括室 副室長 浅井 　安一 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ 業務統括室 業務部長
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　業務統括室業務担当（業務監査担当）プロジェクトリーダー 森川 　治 本社　法務監査室（名古屋駐在）プロジェクトリーダー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　業務統括室経理・関連事業担当ゼネラルマネジャー 松田 　賢二郎 　 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ 業務統括室 管理部長
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 営業統括室営業統括担当ゼネラルマネジャー 佐々木 敏夫 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 営業推進部ゼネラルマネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 専門館出店準備室営業担当ゼネラルマネジャー 福田 　芳夫 　 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 婦人子供用品部ディビジョンマネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 専門館出店準備室業務担当ゼネラルマネジャー 田中 　均 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 営業統括室 ＳＩ・販売計画担当ゼネラルマネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ新潟店 営業第二部ゼネラルマネジャー 木暮 　敏和 　 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ新潟店 営業第二部ディビジョンマネジャー
名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ新潟店 営業第四部ゼネラルマネジャー 川島 　大典 　 本店 食品部ディビジョンマネジャー
名古屋ビルサービス㈱出向（常務取締役就任予定・業務統括室付） 丹部 　富雄 　 （株）三越環境サービス出向（常務取締役・本社付）
㈱名古屋三越ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ出向（社長就任予定・業務統括室付） 池畑 　孝郎 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋栄店 業務推進部ゼネラルマネジャー

九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ福岡店　副店長兼業務推進部ゼネラルマネジャー 武宮 　徹郎 　 本社 経営企画部経営推進担当プロジェクトリーダー
九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ福岡店 副店長 金子 　光正 　 九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ福岡店 服飾雑貨部ゼネラルマネジャー
九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ福岡店　服飾雑貨部ゼネラルマネジャー 山下 　隆司 　 営業本部 雑貨宝飾品部バイイングマネジャー
九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ福岡店 ホームファッション部ゼネラルマネジャー 古屋 　純 　　 九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ福岡店 ホームファッション部マネジャー
九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ福岡店 お得意様営業部ゼネラルマネジャー 鹿島 　高夫 　 九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ福岡店 お得意様営業部ディビジョンマネジャー
九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ鹿児島店 営業推進部ゼネラルマネジャー 寺岡 　吉郎 　 九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ福岡店 営業推進部マネジャー
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