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1. 組織再編 

これまでの事業部制から機能別組織への変更により全体最適化を実現すると同時に、次期

中期経営計画の重点戦略であるＳＣＭを推進することを目的として、以下の組織再編を行

います。 
 
① 事業部別組織から機能別組織への変更による分割・統合および名称変更 

現 新 

ファッション事業部 

（ファッションアパレル開発部、ファッションスタイル開発ル

部） 

ファッション開発部 

育児開発部 

ＳＣＭ第一部 

リビング事業部 

（リビング商品開発部、リビングスタイル開発部） 

リビング開発部 

ＳＣＭ第二部 

マンスリー事業部 （事業企画部、商品開発部） 

グルメ事業部 

マンスリー開発部 

 

美健事業部 美健開発部 

ディズニー事業部 ディズニー開発部 

ギフト事業部 ギフト開発部 

 

② 業務の分割や移管等による部の廃止 

・ 物流部を廃止し業務企画部に業務を移管 

・ 東京総務部を廃止 

・ 広告企画部を廃止 

・ 新規事業開発部を廃止 

 

③ 業務の分割や移管等による部の新設 

・ 社長付実行プロジェクトの 20 代開発チームを 20 代開発部として新設 

・ 制作企画部の業務を一部移管し印刷資材部を新設 
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・ 業務企画部の業務を一部移管し SCM 推進部を新設 

・ 各事業部および業務企画部の品質管理担当業務を統合し品質管理部を新設 

 

④ 業務移管による部署名の変更 

・ 総務部を総務・IR 広報部に変更 

・ 経営企画部を経営戦略部に変更 

・ 経理部を財務企画部に変更 

 

⑤ 事業室の新設 

・ ベルマリエ事業室を新設 

・ ルボンディール事業室を新設 

 

 

2. 取締役と執行役員の役割分離 

① 取締役の減員により経営の意思決定の迅速化を目指します。 

② 経営の意思決定・監督と業務執行の分離を行うため、取締役と執行役員の兼務をな

くします。 

③ 各部の管掌取締役を定め、監督・指導の範囲を明確にします。 



3. 人事異動
発令日:平成１７年１月１日

新　　職 旧　　職 継 続 職 氏　名

管掌 (専務執行役員) 専務取締役 野口　公俊
(経営戦略部、２０代開発部、 (経営戦略担当、店舗担当)

　マ－ケティング部、制作企画部、

印刷資材部)

管掌 (常務執行役員) 常務取締役 堀井　紘一
(マンスリー開発部、デジタルメディア部、 (新規事業戦略担当) 東京支社長

　店舗事業開発部、ベルマリエ事業室、 (㈱千趣会イイハナ社長)

㈱千趣会イイハナ)

(常務執行役員) 常務取締役 猪田  義広
(インフラ戦略担当) 千趣ロジスコ㈱社長

(常務執行役員) 常務取締役 朝日　朗殖
(財務戦略担当)

千趣会ゼネラルサービス㈱社長 (執行役員) 取締役 島田 勝利
(広告企画部長)

管掌 (執行役員) 取締役 田川 喜一
(リビング開発部、美健開発部、ＳＣＭ第二部、 (総務部長)
ベルメゾン生活スタイル研究所） (ベルメゾン生活スタイル研究所長)

管掌 (執行役員) 取締役 田辺 道夫
(ファッション開発部、育児開発部、 (ファッション事業部長)
 ＳＣＭ第一部、業務企画部、

顧客情報部)

管掌 (執行役員) 取締役 沢本 荘八
(ディズニー開発部、ギフト開発部、 (情報ｼｽﾃﾑ部長)
　法人事業部、品質管理部、 (法人事業部担当)
ＳＣＭ推進部、ルボンディール事業室)

社長付 (新規事業開発部長) 執行役員 日向 皎
ギフト開発部長 (ギフト事業部長) 執行役員 吉田 詔
㈱千趣会イイハナ社長
情報システム部長 執行役員 久保田 清

人事部長
総務・ＩＲ広報部長 (制作企画部長) 執行役員 藤由 和秀
財務企画部長 (経営企画部長)
社長付 (経理部長) 執行役員 太田 親利
マンスリー開発部長 (グルメ事業部長) 道城 学
マンスリー開発部 ㈱エイメ社長 松本 正信
(エグゼクティブスタッフ)

リビング開発部長 (リビング事業部長) 朝田 郁
ベルメゾン生活スタイル研究所アドバイザー (ベルメゾン生活スタイル研究所
　　 　　　　　　チーフディレクター（部長）)

ディズニー開発部長 (ディズニー事業部長) 広田 建次
美健開発部長 (美健事業部長) 大塚 康弘
制作企画部長
品質管理部長 (マンスリー事業部長) 大山 幸次郎
SCM推進部長
育児開発部長 (ファッションスタイル開発部長) 中林 義博
ファッション開発部長 ファッションアパレル開発部長 峯岡 繁充

(物流部長) 千趣ロジスコ㈱総務部長 鶴田 正晴
印刷資材部長 (制作企画部(エグゼクティブスタッフ)) 前中 久徳
マーケティング部長 (社長付実行プロジェクト部長) マーケティング部長 前田 政則
２０代開発部長
経営戦略部長 (経営企画部 星野 裕幸

(エグゼクティブスタッフ))
千趣会ゼネラルサービス㈱会長 (千趣会ゼネラルサービス㈱社長) 服部 弓雄
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組織図  平成１7年１月１日
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