
平成26年５月22日
各　　位

【１】業務組織の改正（平成26年５月22日付）

   あべのハルカス近鉄本店グランドオープンを機に、さらなる営業組織の連携強化と商品力強化等
   を図るため、次のとおり業務組織を改正する。

1．営業統括本部を新設
　　 営業組織の連携強化を図るため、各店、商業開発本部、外商部門を統括する営業統括本部を新設する。

　 　併せて、営業戦略策定機能の強化および営業に関わるコンプライアンスの徹底を図るため、同本部に

 　　営業戦略部と営業管理部を新設する。

　　　　　

２．ＭＤ統括本部の廃止
　   本店の商品力強化および本店以外の各店独自仕入れの充実等を図るため、ＭＤ統括本部の所管業務

 　　のうち、商品仕入業務を本店ほか各店営業部に、全社共通商品の仕入れ業務を本店営業部にそれぞれ

 　　移管する。これに伴い、本店の営業部を６部から12部に細分化するとともに、ＭＤ統括本部を廃止

　 　する。

３．総合企画本部施設計画部を新設

　　当社グループの事業構造の変革、近鉄グループ各社との連携強化、新規事業の開発等の、経営戦略策定

　　機能強化を図るため、総合企画本部経営企画部の業務を経営戦略の策定に特化させるべく、同部の施設

　　計画等にかかわる業務を切り離し、それらを専門に担当する施設計画部を新設する。

４．外商本部お客様開発部を新設

　　新規取引先の開拓および既存得意先の買上額のさらなる向上を図るため、お客様開発部を新設する。

【２】役員担当業務の変更

（平成26年５月22日付）

新担当職務 旧担当職務 氏　名

代表取締役　専務執行役員
営業統括本部長

取締役　常務執行役員
ＭＤ統括本部長 岡田　康夫

取締役　常務執行役員
総務本部長および総合企画本部 本部長、
監査部担任

取締役　常務執行役員
総合企画本部長 　朝比奈　昭重

取締役　常務執行役員
営業統括本部　法人外商本部長、
外商本部担任

取締役　常務執行役員
法人外商本部長、家庭外商本部担任 畑山　雅彦

取締役　常務執行役員
営業統括本部　本店長

執行役員
上本町店長 山口　仁志

取締役　常務執行役員
営業統括本部　本部長、商業開発本部担任

執行役員
新本店準備本部長、商業開発本部担任 尾原　謙治

取締役　常務執行役員
総合企画本部長

執行役員
営業推進本部長 秋田　拓士
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常務執行役員
営業統括本部　上本町店長

常務執行役員
和歌山店長 岡本　嘉之

常務執行役員
営業統括本部　和歌山店長

執行役員
四日市店長 岡本　真二

執行役員
営業統括本部　外商本部長

執行役員
家庭外商本部長 吉田　茂　

執行役員
営業統括本部　奈良店長

執行役員
奈良店長 速水　良照

執行役員
営業統括本部　商業開発本部長および
本店　店長 大原　康敬

執行役員
営業統括本部　四日市店長 矢田　浩司

執行役員
総務本部　本部長 辻　　究　

執行役員
営業統括本部　本店　店長 久保　俊雄

【３】人事異動（平成26年５月22日付）

新　職　務 旧　職　務 氏　名

総合企画本部　本部長
営業推進本部　営業推進部長　兼
総合企画本部　経営企画部長 上田　尚義

営業統括本部　本店　店長
本店　食料品部長　兼
新本店準備本部　部長 前田　淳一

営業統括本部　橿原店長
ＭＤ統括本部長
(家具・家庭用品部ないし食料品部担当) 津田　光央

総務本部　本部長
総務本部　本部長　兼
総務本部　総務部長 西本　伸一

営業統括本部　商業開発本部
店舗リーシング部　統括部長　兼
本店　テナント運営部　統括部長

新本店準備本部　統括部長　兼
商業開発本部　店舗リーシング部
統括部長 米田　昭子

営業統括本部　外商本部
お客様開発部　統括部長 営業推進本部　営業推進部　統括部長 山本　雅則

総合企画本部　施設計画部長 総合企画本部　経営企画部長 東村　司　

総合企画本部　施設計画部長 総合企画本部　経営企画部長 三原　伸夫

監査部長 橿原店　営業推進部長 岡田　眞　
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総務本部　総務部長 総務本部　総務部　課長 稲田　幹也

経理本部　会計部長 経理本部　会計部　課長 山本　正夫

営業統括本部　営業戦略部長
本店　婦人服部長　兼
新本店準備本部　部長 千原　昌和

営業統括本部　営業戦略部長 営業推進本部　営業推進部長 小山　修　

営業統括本部　営業管理部長 ＭＤ統括本部　食料品部　課長 今堀　哲治

営業統括本部　営業推進部長　兼
近畿日本鉄道株式会社へ出向

新本店準備本部　部長　兼
総合企画本部　経営企画部長　兼
近畿日本鉄道株式会社へ出向 村山　嘉健

営業統括本部　販売教育部長
奈良店　生駒店営業部長　兼
営業推進部長 池尻　好成

営業統括本部　本店　販売推進部長 和歌山店　営業推進部長 宮﨑　幸一

営業統括本部　本店
デジタルメディア事業部長 本店　販売推進部長 坂本　雅哉

営業統括本部　本店　婦人服第一部長 ＭＤ統括本部　婦人服部長 岩名　昭裕

営業統括本部　本店　婦人服第二部長
ＭＤ統括本部　婦人服部長　兼
新本店準備本部　部長 吉本　雅仁

営業統括本部　本店　婦人洋品第一部長
ＭＤ統括本部　婦人洋品部長　兼
新本店準備本部　部長 宮野　善　

営業統括本部　本店　婦人洋品第二部長
ＭＤ統括本部　婦人洋品部長　兼
新本店準備本部　部長 森川　剛　

営業統括本部　本店　婦人洋品第二部長
本店　婦人洋品部長　兼
新本店準備本部　部長 朝比奈　裕

営業統括本部　本店　紳士服・紳士洋品部長
本店　紳士・子供服部長
兼　新本店準備本部　部長 片山　昌人

営業統括本部　本店　家具・寝装品部長
ＭＤ統括本部　家具・家庭用品部長
兼　新本店準備本部　部長 茨木　宏和

営業統括本部　本店　家庭用品部長
本店　家具・家庭用品部長　兼
新本店準備本部　部長 加藤　達彦

営業統括本部　本店　食料品営業部長 奈良店　営業第二部長 圓藤　穣　

営業統括本部　上本町店　営業推進部長 上本町店　営業推進部　販売推進課長 山本　勝徳

営業統括本部　上本町店　営業第二部長　兼
営業推進部長

本店　テナント運営部
テナント営業推進課長 太田　浩司
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営業統括本部　奈良店　営業第二部長
ＭＤ統括本部　食料品部長　兼
新本店準備本部　部長 村中　勝彦

営業統括本部　奈良店　生駒店営業部長　兼
営業推進部長

草津店　営業部長　兼
草津店　部長 木下　宗寛

営業統括本部　橿原店　営業推進部長 上本町店　営業推進部長 丸山　好紀

営業統括本部　橿原店　営業第二部長 株式会社ジャパンフーズクリエイト 松村　啓伸

営業統括本部　和歌山店　営業推進部長 和歌山店　営業第二部長 塩崎　整　

営業統括本部　和歌山店　営業第二部長 和歌山店　営業第二部　食料品課長 畑中　弘樹

営業統括本部　四日市店　営業第二部長 四日市店　営業第二部　食料品課長 　伊豆田　俊之

営業統括本部　草津店　営業部長　兼
草津店　部長 営業推進本部　販売教育部長 米津　栄樹

営業統括本部　商業開発本部　運営部長 商業開発本部　運営部　課長 樋口　健治

営業統括本部　商業開発本部　文化事業部長 本店　デジタルメディア事業部長 寺岡　慎一

営業統括本部　外商本部　本店外商第一部長 家庭外商本部　上本町店外商部長 卯図　直樹

営業統括本部　外商本部　上本町店外商部長 家庭外商本部　橿原店外商部長 今西　正継

営業統括本部　外商本部　奈良店外商部長 家庭外商本部　四日市店外商部長 　松下　康一郎

営業統括本部　外商本部　橿原店外商部長
家庭外商本部　奈良店外商部
担当部長 松生　哲雄

営業統括本部　外商本部　和歌山店外商部長
法人外商本部　法人外商第二部
外商第二課長 中野　剛志

営業統括本部　外商本部　四日市店外商部長 家庭外商本部　本店外商第一部長 遠藤　薫　

営業統括本部　法人外商本部
外販商品事業部長 家庭外商本部　和歌山店外商部長 杉本　吉庸

監査役室　部長 総合企画本部　経営企画部長 金谷　隆夫

営業統括本部　商業開発本部　運営部長　兼
営業管理部長 商業開発本部　運営部長 春里　亮輔
営業統括本部　商業開発本部
店舗リーシング部長　兼
本店　テナント運営部長

商業開発本部　店舗リーシング部長
兼　新本店準備本部　部長 鈴木　崇　
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営業統括本部　商業開発本部
店舗リーシング部長　兼
本店　テナント運営部長

商業開発本部　店舗リーシング部長
兼　新本店準備本部　部長 上脇　康博

総合企画本部　ＩＴ推進部長
総合企画本部　ＩＴ推進部長　兼
ＭＤ統括本部　商品戦略部長 津田　俊秀

店長待遇
株式会社近鉄友の会へ出向 橿原店長 山中　直哉

部長待遇
株式会社シュテルン近鉄へ出向

部長待遇
株式会社Ｋサポート 松永　和彦

部長待遇
近畿配送サービス株式会社へ出向

課長待遇
株式会社Ｋサポート 池田　浩一

部長待遇
株式会社Ｋサポートへ出向 橿原店　営業第二部長 山口　章　

部長待遇
株式会社近創

課長待遇
株式会社近創 住友　広之

（以　　上）

◎この件に関するお問合わせ先◎

株式会社近鉄百貨店　秘書広報部(広報担当) 　TEL 06-6634-7192
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