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株式会社エイチ・ツー・オー 商業開発 

 

2020年4月1日 

 

 

組織および役員人事、一般人事について 

 

 

2020年4月1日付でイズミヤ株式会社より現GMS/スーパーセンターにおける商業施設運営事業並びに衣料品・住居

関連品販売事業を承継しました株式会社エイチ・ツー・オー 商業開発(本社：大阪市西成区、社長：黒松弘育)の組織お

よび役員人事、一般人事について、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

1． 組織について [2020 年 4 月 1 日付] 

「地域に役立つ近隣型商業施設の確立」「衣料品を中心とした直営ショップ事業の迅速な確立」「効

率的な商業施設運営体制の追求」を目的に、下記のとおり組織を設置いたします。 

（1） 営業面と管理面の役割分担を明確化するため、営業統括部と管理統括部を設置する。 

（2） 営業統括部に SC 部、直営部、販売部の 3 部を設置する。 

（3） 商業施設運営を担う SC 部に、SC 営業部、テナント部、施設管理部を設置する。 

（4） 直営部に、インナー＆キッズ部、レディース部、メンズ＆シューズ部、HBC 部、ステーショナリー

＆リビング部、ホーム・ファニシング部、商品企画部を設置する。 

（5） 販売部に販売支援部を設置する。 

（6） 管理統括部に総務人事部、財務経理部を設置する。 

（7） 社長直下に企画室を設置する。 

 

 

2. 役員人事 

 

（1）取締役業務委嘱の変更 [2020年4月1日付] 

 

新 職 氏名 旧 職 

取締役常務執行役員 

営業統括部長 兼 企画室長 
仲西 清 取締役（非常勤） 

 

 

（2）新任監査役 [2020年4月1日付] 

 

新 職 氏名 旧 職 

監査役 和田 裕 (株)サンローリー 代表取締役社長 

  

 

 

 

INFORMATION 
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（3）新任執行役員 [2020年4月1日付] 

 

新 職 氏名 旧 職 

執行役員 販売部長 河村 隆一 
イズミヤ(株)取締役専務執行役員 

営業本部長 

執行役員 SC部長 岸野 浩和 イズミヤ(株)執行役員 開発部長 

執行役員 直営部長 細見 正仁 イズミヤ(株)執行役員 第2商品統括部長 

執行役員 管理統括部長 垣内 利文 イズミヤ(株)執行役員 財務経理部長 

 

（ご参考）2020 年 4 月 1 日以降の役員体制は以下のとおりです。 

（1）取締役・監査役 

 

代表取締役社長 黒松 弘育 

取締役 森 忠嗣 

取締役常務執行役員営業統括部長 兼 企画室長 仲西 清 

監査役 和田 裕 

  

（2）執行役員 

 

執行役員 販売部長 河村 隆一 

執行役員 SC部長 岸野 浩和 

執行役員 直営部長 細見 正仁 

執行役員 管理統括部長 垣内 利文 

 

3.一般人事について [2020年4月1日付]  

 

新 職 氏 名 旧 職 

淡路店館長 中田 雅之 イズミヤ(株)長岡店次長 

百舌鳥店館長 多井 雄二 イズミヤ(株)和歌山店次長 

松原店館長 駒木根 敏博 イズミヤ(株)松原店長 

平野店館長 番野 裕文 
イズミヤ(株) 

スーパーセンター紀伊川辺店次長 

枚方店館長 中西 忠昭 イズミヤ(株)第1エリア統括部 

茨木店館長 大野 小百合 イズミヤ(株)茨木店長 
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新 職 氏 名 旧 職 

大久保店館長 兼 伏見店館長 橋本 英男 イズミヤ(株)枚方店次長 

泉北店館長 吉田 明弘 イズミヤ(株)泉北店長 

長岡店館長 田口 雅司 イズミヤ(株)千里丘店次長 

くずは店館長 山口 昌史 イズミヤ(株)くずは店長 

河内長野店館長 岸上 健 イズミヤ(株)河内長野店長 

交野店館長 佐野 英昭 イズミヤ(株)千里丘店次長 

門真店館長 檜木 俊宏 イズミヤ(株)平野店マネジャー 

小林店館長 守屋 陽子 イズミヤ(株)高野店長 

多田店館長 小中 孝之 イズミヤ(株)多田店長 

昆陽店館長 松田 清 イズミヤ(株)昆陽店次長 

上新庄店館長 椿 美穂子 イズミヤ(株)昆陽店次長 

高野店館長 鈴木 雅志 イズミヤ(株)白梅町店次長 

古市店館長 宇治澤 博 イズミヤ(株)古市店次長 

千里丘店館長 吉澤 憲男 イズミヤ(株)宮崎店長 

カナートモール和泉府中館長 湯浅 智博 
イズミヤ(株) 

カナートモール和泉府中館長 

六地蔵店館長 大西 庸夫 イズミヤ(株)六地蔵店長 

和歌山店館長 並河 孝芳 イズミヤ(株)和歌山店長 

学園前店館長 兼 住道店館長 児玉 淳 イズミヤ(株)学園前店長 

寝屋川店館長 井藤 俊敬 イズミヤ(株)寝屋川店次長 

白梅町店館長 岡田 立夫 イズミヤ(株)白梅町店長 

西神戸店館長 湯浅 智司 イズミヤ(株)西神戸店次長 

和泉中央店館長 矢野 良和 イズミヤ(株)和泉中央店長 

阪和堺店館長 辻本 雅敬 イズミヤ(株)阪和堺店次長 



4／4 

新 職 氏 名 旧 職 

スーパーセンター八尾店館長 山田 寛 
イズミヤ(株) 

スーパーセンター八尾店次長 

スーパーセンター八幡店館長 宮西 正浩 イズミヤ(株)阪急洛北スクエア店次長 

スーパーセンター堅田店館長 田島 毅 
イズミヤ(株) 

スーパーセンター堅田店長 

スーパーセンター福町店館長 安達 尚吾 イズミヤ(株)第2エリア統括部 次長 

スーパーセンター神戸玉津店館長 久保 省司 
イズミヤ(株) 

スーパーセンター神戸玉津店長 

スーパーセンター紀伊川辺店館長 中村 哲郎 
イズミヤ(株) 

スーパーセンター紀伊川辺店長 

西宮ガーデンズ店館長 浅田 智史 イズミヤ(株)西宮ガーデンズ店長 

スーパーセンター広陵店館長 槙野 毅 イズミヤ(株)スーパーセンター広陵店長 

SC営業部長 高橋 剛史 イズミヤ(株)営業企画部 次長 

テナント部長 河村 雅昭 イズミヤ(株)テナント部長 

施設管理部長 木山 仁史 イズミヤ(株)施設管理部長 

インナー&キッズ部長 川端 利一 
イズミヤ(株)衣料部 

インナー&キッズ担当部長 

レディース部長 川端 潤 
イズミヤ(株)衣料部 

レディース担当 次長 

メンズ&シューズ部長 西田 典雅 
イズミヤ(株)衣料部 

メンズ&シューズ担当 次長 

HBC部長 堀内 英昭 
イズミヤ(株)住関部 

HBC担当部長 

ステーショナリー&リビング部長  村岡 稔 
イズミヤ(株)住関部 

ステーショナリー&リビング担当部長 

ホーム・ファニシング部長 北出 泰弘 
イズミヤ(株)住関部 

ホーム・ファニシング担当部長 

商品企画部長 田中 秀和 
イズミヤ(株)衣料部 

レディース担当部長 

販売支援部長 田中 勝也 
イズミヤ(株)衣料部 

メンズ&シューズ担当部長 

総務人事部長 西村 寿史 イズミヤ(株)人事部 次長 

財務経理部長 奥野 彰 イズミヤ(株)財務経理部 次長 

以上 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社エイチ・ツー・オー 商業開発 企画室     TEL：06－6657－3325  

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報部   TEL：06－6367－3181     


