
 

 

 

 

 

 

組織変更・人事異動について 

 

藤田観光株式会社（本社：東京、代表取締役社長：瀬川 章）では、組織変更および人事異動を 

下記のとおり行いますのでお知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ．組織変更 

（2019年 3月 27日付）   

1．「ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ」を新設する。 

2．企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ担当・情報ｼｽﾃﾑ担当を統合しﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟへ移管、ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当を 

新設する。 

3．ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ内に販売促進担当を新設する。 

4．「国際ｸﾞﾙｰﾌﾟ」を廃止し、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ内にｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ担当を新設する。 

(上海駐在員事務所・台北駐在員事務所を移管) 

5．ｼﾞｬｶﾙﾀ駐在員事務所をWHG事業ｸﾞﾙｰﾌﾟへ移管、ISORAS CIKARANG開業準備室と統合する。 

6．「中期経営計画策定プロジェクトチーム」を企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ内に新設する。 

（2019年 3月 31日付） 

7．「ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ＆ﾊﾞﾝｹｯﾄ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業推進ﾁｰﾑ」を廃止する。 

 

Ⅱ．人事異動  

当社は、今般、ガバナンスの強化を目的として、以下のとおり経営体制を変更いたします。取締役会の監督

機能と業務執行機能の分離をすすめ、また経営経験の豊富な社外有識者をさらに当社に迎え入れることで、経

営の透明性と効率性の向上に努めてまいります。本件につきましては定款の一部変更を伴うため、2019 年 3 月

27日の定時株主総会に付議する予定です。 

  

（2019年 3月 27日付） 

【取締役・監査役の異動】  

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

会長 代表取締役社長  瀬川 章 

社長執行役員 専務執行役員 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 代表取締役 伊勢 宜弘 

（代表取締役） 人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ管掌 専務執行役員 人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 取締役 山田 健昭 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ管掌 
常務執行役員 WHG事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

最高業務執行責任者（COO） 
取締役 北原 昭 

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ管掌 執行役員 管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 取締役 和久利 尚志 

取締役 管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ管掌 監査役（社内・常勤）  
中曽根 一夫 

（新任） 

 
取締役 

太閤園㈱ 代表取締役社長 

執行役員 

ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ＆ﾊﾞﾝｹｯﾄ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

最高業務執行責任者（COO） 

中村 雅俊 

 
取締役 

箱根小涌園 総支配人 

執行役員 ﾘｿﾞｰﾄ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

最高業務執行責任者（COO） 
松田 隆則 
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【執行役員の異動】 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

WHG事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

最高業務執行責任者（COO） 

WHG新宿 統括総支配人（兼） 

統括ｾﾝﾀｰ長 
執行役員 村上 健二 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ担当責任者 

国際ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

（兼）中国事業開発担当責任者 
執行役員 村上 満保 

執行役員 

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ管掌 

 
経営企画担当責任者 

野﨑 浩之 

（新任） 

退任 ※ 
執行役員 

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 情報ｼｽﾃﾑ担当責任者 

 
藁科 卓也 

※㈱ﾌｪｱﾄﾝ 顧問に就任予定 

 

【幹部社員の異動】 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

太閤園㈱ 代表取締役社長 太閤園㈱ 取締役 太閤園㈱出向 太閤園 総支配人 山下 信典 

㈱Share Clapping出向 

㈱Share Clapping代表取締役社長（兼） 

㈱Share Clapping Ｆｕｋｕｏｋａ 

代表取締役社長 

ﾎﾃﾙ椿山荘東京 副総支配人（兼） 

戦略企画室長 

 

長谷川 典仁 

㈱ﾌｪｱﾄﾝ出向 

㈱ﾌｪｱﾄﾝ 代表取締役社長 

管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ・関連事業 

担当責任者 

 
小室 真吾 

藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱  

代表取締役社長 
藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ 常務取締役 

藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱出向 

藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ 管理運営部長 
千頭和 武 

ﾎﾃﾙ椿山荘東京 副総支配人（兼） 

戦略企画室長 

ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ＆ﾊﾞﾝｹｯﾄ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

事業推進ﾁｰﾑ長（兼） 

㈱Share Clapping代表取締役社長（兼） 

㈱Share Clapping Ｆｕｋｕｏｋａ 

代表取締役社長 

 

成瀬 健一 

藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ 顧問 
藤田ｸﾞﾘｰﾝ・ｻｰﾋﾞｽ㈱  

代表取締役社長 

 
木村 修二 

管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 関連事業担当責任者 WHG事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 開発ﾁｰﾑ長  小宮 泰 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

取締役（社外・独立） 
 

 
髙見 和徳 

（新任） 

取締役（社外・独立）   
鷹野 志穂 

（新任） 

取締役（社外）   
山田 政雄 

（新任） 

退任 取締役（社外・独立）  三屋 裕子 

監査役（社内・常勤） 
㈱ﾌｪｱﾄﾝ出向 

㈱ﾌｪｱﾄﾝ 代表取締役社長 
 

江川 茂 

（新任） 

補欠監査役（社外・独立）   
一木 剛太郎 

（新任） 

退任 補欠監査役（社外・独立）  関根 攻 



 

 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

WHG事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 開発ﾁｰﾑ長   石井 隆 

 
WHG事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾁｰﾑ長 

ﾘｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱  

代表取締役社長 
寺田 幸男 

WHG事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾁｰﾑ長  
 

武浪 敦 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 

販売促進担当責任者 
WHG事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 販売推進ﾁｰﾑ長 

 
築山 敦 

横浜ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 総支配人（兼） 

横浜ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ桜木町支配人（兼） 

料飲課長 

札幌ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱出向 

札幌ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱ 代表取締役社長  

ﾎﾃﾙｸﾞﾚｲｽﾘｰ札幌 総支配人 

 

星野 健一 

WHG東京東 統括ｾﾝﾀｰ長  WHG東京東 統括総支配人 渡辺 恭庸 

WHG事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 販売推進ﾁｰﾑ長 WHG東京東 統括ｾﾝﾀｰ長 
 

久保 順広 

札幌ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱出向 

札幌ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ㈱ 代表取締役社長  

ﾎﾃﾙｸﾞﾚｲｽﾘｰ札幌 総支配人 

WHG東京東  

ﾎﾃﾙｸﾞﾚｲｽﾘｰ銀座 総支配人 

 

根本 茂 

WHG新宿 統括総支配人（兼） 

統括ｾﾝﾀｰ長 
横浜ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 総支配人 

 
和田 修治 

WHG東京東  

ﾎﾃﾙｸﾞﾚｲｽﾘｰ銀座 総支配人 

横浜ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ  桜木町支配人

（兼）料飲課長 

 
小林 隆太 

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 中期経営計画策定 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当責任者 

ﾘｿﾞｰﾄ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 企画ﾁｰﾑ長（兼） 

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ担当 
 原田 真憲 

箱根小涌園 総支配人  箱根小涌園 天悠支配人 恩田 豊 

湯河原温泉ちとせ 支配人（兼） 

営業課長 

伊東ﾘｿﾞｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱出向 

伊東ﾘｿﾞｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 代表取締役社

長  

伊東小涌園 総支配人 

 清水 今朝美 

伊東ﾘｿﾞｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱出向 

伊東ﾘｿﾞｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 代表取締役社長  

伊東小涌園 総支配人 

湯河原温泉ちとせ 支配人（兼） 

営業課長 
 笹子 真一 

ﾘｿﾞｰﾄ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 企画ﾁｰﾑ長(兼） 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ  
  吉原 史直 

管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ担当責任者   齊藤 史朗 

 

 

 

 


