報道各位
平成１８年２月２日
株式会社 大
丸

全社組織の一部改正と部長級以上の人事異動について
２月２日及び３月１日付けで、全社組織の一部改正と部長級以上の人事異動を発令
しましたので、お知らせします。
（Ⅰ）全社組織の一部改正（2 月 2 日付け）
【グループ本社関係】
１．リラクシングスパ推進部の新設
・グループ本社百貨店事業本部 MD 統括本部に「リラクシングスパ推進部」を新設
し、第 1 号店となる CULLA（クーラ）心斎橋の運営、及び関連グッズの販売を
担当させる。
（理由）健康志向の高まりを受け、働く女性をターゲットとした美容・健康サービ
ス事業への進出の一環として、天然鉱石ブラックシリカを使用した岩盤浴施設の
運営や、関連商品販売を展開するにあたり、新組織を設置し推進体制を整える。
２．商品部長（マーチャンダイザー）職位の拡大・新設
(1) 第 2MD 統括部に、
「食器・文化用品担当」
、
「リビング担当」の商品部長（マー
チャンダイザー）職位を新設し、第 2MD 統括部住文化用品部の全部業務を、
それぞれの担当に分割移管担当させる。
(2) 第 3MD 統括部に、
「保存食品担当」
、
「生鮮食品担当」
、
「ギフト･催･レストラン
担当」
、
「美術･呉服･宝飾担当」の商品部長（マーチャンダイザー）職位を新設
し、第 3MD 統括部食品部の全部業務を、
「保存食品担当」
、
「生鮮食品担当」
、
「ギ
フト･催･レストラン担当」に分割、美術･呉服･宝飾部の全部業務を「美術･呉服･
宝飾担当」に、それぞれ移管担当させる。
(3) 上記に伴い、MD 統括本部第 2MD 統括部の住文化用品部、第 3MD 統括部の食
品部、美術･呉服･宝飾部を廃止する。
（理由）第 2 次営業改革に基づく、仕入機能の本部集中にあたり、商品部長（マー
チャンダイザー）職位を拡大･新設することにより、全社 MD 政策の確実な商品
別戦略への落とし込みと、きめ細かな戦略遂行により、収益力の抜本的な向上
を図る。
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【職位編成】
１．各店営業部の部長（心斎橋店･神戸店の周辺店舗部、及び分店を除く）の改称
・各店営業部（心斎橋店･神戸店の周辺店舗部、及び分店を除く）の部長の職位
呼称を「販売部長」に改称する。
（理由）第 2 次営業改革に基づき、各店が販売サービスの高度化・専門化に特化す
ることに伴い部長の職位呼称を改称する。

（Ⅱ）全社組織の一部改正（3 月 1 日付け）
１．東京店婦人雑貨部の担当業務の一部変更、及び改称
(1) 現行住文化用品部に所属する幼児衣料・玩具担当を、婦人雑貨部に移管担当さ
せる。
(2) 上記に伴い、現行婦人雑貨部を「婦人雑貨子供服部」に改称する。
（理由）第 2 次営業改革に基づく、仕販一致を一層推進するため、本部と店の組織
を整合させ、計画・管理の強化、共通化、効率化を図る。

２．札幌店紳士服飾部、住文化用品部、及び美術･呉服･宝飾部の新設
(1)札幌店に「紳士服飾部」
「住文化用品部」
「美術･呉服･宝飾部」を新設する。
(2)現行紳士･リビング部に所属する紳士服飾、紳士洋品雑貨担当を「紳士服飾部」
に、食器、寝具、ﾘﾋﾞﾝｸﾞ･ｲﾝﾃﾘｱ雑貨担当を「住文化用品部」に、美術担当を「美
術･呉服･宝飾部」に、サービス営業担当を「営業企画 CS 推進部」に、それぞれ
移管担当させる。
(3) 現行婦人服部に所属する、きもの、宝飾品、メガネ、時計担当を「美術･呉服･
宝飾部」に移管担当させる。
(4) 現行食品部に所属する書籍担当を「住文化用品部」に移管担当させる。
(5) 紳士服飾部、住文化用品部、美術･呉服･宝飾部の職位編成は、既存営業部に準
ずるものとする。
(6) 上記に伴い、紳士･リビング部は廃止する。
（理由）第 2 次営業改革に基づく、仕販一致を一層推進するため、本部と店の組織
を整合させ、計画・管理の強化、共通化、効率化を図る。
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（Ⅲ）部長級以上の人事異動について
下記の通り、２月２日付で人事異動を行いました。
（☆のみ、3 月 1 日付）
新 部 署
グループ本社

氏 名
城戸 敏雄

内部監査室長
グループ本社百貨店事業本部

榎本 朋彦
中西 宏樹

グループ本社百貨店事業本部
営業企画室営業企画部マネジャー

高木 省吾

グループ本社管理本部
人事部付

営業企画室関係百貨店業務部長
グループ本社百貨店事業本部

グループ本社百貨店事業本部
営業企画室長兼営業企画部長

営業企画室営業企画部長
グループ本社百貨店事業本部

グループ本社管理本部
人事部付

営業企画室長
グループ本社百貨店事業本部

現 部 署

谷野 昭彦

神戸店

お得意様営業統括室長

お得意様営業部長

グループ本社百貨店事業本部

グループ本社百貨店事業本部

ＭＤ統括本部第 2ＭＤ統括部商品部長

時吉 道隆

ＭＤ統括本部第 2ＭＤ統括部住文化用品部長

グループ本社百貨店事業本部

今井 充

心斎橋店

ＭＤ統括本部第 2ＭＤ統括部商品部長
グループ本社百貨店事業本部

住文化用品部長
大和 卓巳

グループ本社百貨店事業本部

ＭＤ統括本部第３ＭＤ統括部商品部長

ＭＤ統括本部第３ＭＤ統括部食品部長

グループ本社百貨店事業本部

グループ本社百貨店事業本部

ＭＤ統括本部第３ＭＤ統括部商品部長

大矢 修一

ＭＤ統括本部第３ＭＤ統括部
美術・呉服・宝飾部長

グループ本社百貨店事業本部

飯沼 敏秀

ＭＤ統括本部第３ＭＤ統括部商品部長
グループ本社百貨店事業本部

神戸店
食品部長

虎杖 寛哲

京都店

ＭＤ統括本部第３ＭＤ統括部商品部長

食品部長

グループ本社

グループ本社

首都圏新規事業開発室部長兼

藤野 晴由

首都圏新規事業開発室部長

ＭＤ統括本部リラクシングスパ推進部長
グループ本社管理本部
コスト構造改革推進部部長

グループ本社管理本部
三好 茂

コスト構造改革推進部マネジャー兼
業務推進部スタッフ

グループ本社管理本部

斎藤 清裕

総務部部長

グループ本社管理本部
総務部スタッフ
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新 部 署
グループ本社管理本部

氏 名

藤原 信太郎 グループ本社管理本部

人事部部長
グループ本社管理本部

人事部スタッフ
山田 清

業務推進部長兼梅田店長スタッフ
心斎橋店

現 部 署

グループ本社管理本部
業務推進部スタッフ

田部 章寿

京都店

営業企画ＣＳ推進室販売促進部長

住文化用品部長

心斎橋店

心斎橋店

住文化用品販売部長兼

太田 征男

美術・呉服・宝飾部長

美術・呉服・宝飾販売部長
梅田店

梅田店
住文化用品販売部長兼

長森 徹

住文化用品部長

美術・呉服・宝飾販売部長
東京店

東京店

営業企画ＣＳ推進室営業企画部長兼

前田 信吾

食品部バイヤー

販売促進部長
東京店

東京店

婦人雑貨販売部長

西尾 聡

営業企画ＣＳ推進室営業企画部長兼
販売促進部長

東京店

頼田 和哉

グループ本社

お得意様営業部長

東京店新店準備室スタッフ

京都店

京都店

住文化用品販売部長兼

芝田 卓

美術・呉服・宝飾部長

南 俊行

札幌店

美術・呉服・宝飾販売部長
京都店
食品販売部長
神戸店

食品部セールスマネジャー
山口 茂樹

神戸店

営業企画ＣＳ推進室販売サービス企画部長

美術・呉服・宝飾部長

神戸店

神戸店

住文化用品販売部長兼

北川 直三

住文化用品部長

西郷 隆夫

神戸店

美術・呉服・宝飾販売部長
神戸店
食品販売部長
神戸店

食品部セールスマネジャー
荒川 隆

神戸店

お得意様営業部長

お得意様営業統括マネジャー

☆札幌店

札幌店

紳士服飾販売部長兼住文化用品販売部長兼

八鳥 正年

紳士・リビング部長

美術・呉服・宝飾販売部長
お問い合わせ先 グループ本社 広報・ＩＲ部（ＴＥＬ ０６−６２８１−９００２）
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