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※の常務取締役、取締役は執行役員を兼務しています。
2017年3月30日時点

星野 裕幸
代表取締役社長

1982年 当社入社
2006年 執行役員
2008年 東京事業本部長
2009年 取締役執行役員
2010年 （株）モバコレ代表取締役社長
2011年 事業開発本部長
2013年 経営企画本部長
2015年 常務取締役執行役員、
 管理部門担当、経営企画本部長、
 販売企画本部長
2016年 代表取締役社長（現任）

杉浦 恒一 ※
常務取締役

1981年 当社入社
2009年 執行役員、
 ライフスタイル事業本部長
2011年 商品開発本部長
2014年 販売企画本部長、取締役執行役員
2015年 マンスリー事業本部長、
 常務取締役執行役員（現任）
 ベルメゾン事業統括担当、
 SPAブランド事業本部長
2016年 ベルメゾン事業統括担当
2017年 商品開発担当（現任）

梶原 健司 ※
取締役

1988年 当社入社
2009年 執行役員、
 ファッション事業本部副本部長
2010年 ベルメゾンネット推進室長
2011年 EC事業本部副本部長
2013年 販売企画本部副本部長
2014年 ファッション事業本部長
2015年 取締役執行役員（現任）、
 SPAブランド事業本部長、
 ファッション事業本部長
2016年 東京本社代表（現任）、事業開発本部長
 （株）千趣会チャイルドケア
 代表取締役社長（現任）
2017年 事業開発担当（現任）

内藤 剛志 ※
取締役

1986年 当社入社
2008年 執行役員
2009年 業務本部長
2011年 経営企画本部長
2013年 事業開発本部長、
 （株）千趣会チャイルドケア
 代表取締役社長
2016年 経営企画本部長、
 取締役執行役員（現任）
2017年 経営企画担当（現任）

石田 晃一 ※
取締役

1988年 当社入社
2009年 東京事業本部法人事業部長
2015年 執行役員、
 経営企画本部副本部長、
 販売企画本部副本部長
2016年 販売企画本部長
2017年 販売企画担当（現任）
 取締役執行役員（現任）

小川 佳洋 ※
取締役

1989年 三井物産（株）入社
2003年 当社入社
2013年 ベルメゾン事業運営部長
2016年 執行役員、
 ベルメゾン管理本部長
2017年 ベルメゾン統括担当（現任）
 取締役執行役員（現任）

池田 英之
取締役

1982年 （株）大丸（現（株）大丸松坂屋百貨店）入社
2001年 同社東京店婦人服部長
2004年 同社心斎橋店婦人服1部長
2010年 同社執行役員、
 営業本部MD戦略推進室第1MD推進部長
2014年 同社執行役員、
 営業本部MD戦略推進室ショップ運営第1
 統括部長、百貨店オムニチャネル・リテイ
 リング推進担当
2015年 同社執行役員、
 営業本部MD戦略推進室MD・
 チャネル開発統括部長
2016年 同社参与（社長特命事項担当）（現任）
2017年 当社顧問
 当社取締役（現任）
 当社MD統括担当（現任）

寺川 尚人
取締役（社外）

1982年 ソニー（株）入社
1989年 同社デジタルネットワークソリューション
 バイスプレジデント、人事統括部長
2004年 同社パーソナルソリューションビジネス
 グループ バイスプレジデント、
 事業推進部門長
2006年 （株）スタイリングライフ・ホールディングス
 取締役
2010年 マキシム・ド・パリ（株）代表取締役社長
2012年 （株）ワールド執行役員、人事本部長
2014年 テラ・マネジメント・デザイン（株）
 代表取締役社長（現任）
2015年 （株）Indigo Blue代表取締役社長（現任）
2016年 パナホーム（株）社外取締役（現任）
2017年 当社取締役（現任）

青山 直美
取締役（社外）

1989年 （株）東芝入社
2001年 （株）イーライフ入社
 同社 新規事業開発部部長
2004年 （有）スタイルビズ設立
 同社 代表取締役（現任）
2005年 ケンコーコム（株）社外取締役
2017年 当社取締役（現任）

執行役員

稲田 佳央
岡田 正幸
井阪 義昭
三村 克人

取締役

後列左から、小川 佳洋、石田 晃一、内藤 剛志、池田 英之、青山 直美、寺川 尚人
前列左から、梶原 健司、星野 裕幸、杉浦 恒一

監査役

前田 政則
監査役（常勤）

1972年 当社入社
2004年 マーケティング部長
2008年 ギフト＆グルメ事業
 本部長、
 執行役員
2011年 マンスリー事業本部長
2015年 監査役（現任）

北原 義春
監査役（常勤）

1981年 当社入社
2006年 人事部長
2011年 執行役員、
 業務本部長
2012年 （株）ベルメゾンロジスコ
 代表取締役社長
2013年 商品開発本部副本部長
2014年 商品管理本部副本部長、
 経営企画本部副本部長
2017年 監査役（現任）

小泉 英之
監査役（社外）

1977年 等松青木監査法人入所
1981年 公認会計士登録
1984年 税理士登録
1987年 小泉公認会計士事務所設立、
 同事務所代表（現任）、
 センチュリー監査法人入所
1995年 日本金銭機械（株）
 監査役（現任）
2003年 当社監査役（現任）

森本 宏
監査役（社外）

1987年 弁護士登録（大阪弁護士会）
 北浜法律事務所入所
1992年 北浜法律事務所パートナー
1995年 日本金銭機械（株）
 監査役（現任）
2006年 当社監査役（現任）
2008年 弁護士法人北浜法律事務所
 代表社員（現任）
2010年 大阪弁護士会副会長
2013年 北浜法律事務所グループCEO
 （現任）
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