
 

 

 

 

 

 

組織変更・人事異動について 

 

藤田観光株式会社（本社：東京、代表取締役兼社長執行役員：伊勢 宜弘）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 

 

（2020年 3月 26日付）   

名称について 

本社ｸﾞﾙｰﾌﾟ→「本部」、担当→「部」と変更 （例：管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 総務担当→管理本部 総務部） 

事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ→「部」、ﾁｰﾑ→「室」と変更 （例：WHG事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 企画ﾁｰﾑ→WHG事業部 企画室） 

 

本社組織について 

1． 「CSR推進室」と人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ「ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ担当」を統合し、社長直轄の「SDGｓ推進室」を新設する。 

2． ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ「ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ担当」と「販売促進担当」を統合し、「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部」に変更する。 

3． 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ「広報担当」を IR と広報に分離し、下記のとおり変更する。 

・IR→財務担当と統合し「経理・財務 IR部」 

・広報→経営企画担当と統合し「経営企画・広報部」 

4． 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ「中期経営計画策定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」を解散する。 

5． 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ「事業推進担当」を廃止する。 

6． 人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ「人事企画担当」を廃止し、「人事部」に統合する。 

7． 人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ「料理・料飲ｻｰﾋﾞｽ指導担当」を企画ｸﾞﾙｰﾌﾟに移管し、「料理・料飲ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部」に 

変更する。 

8． 管理ｸﾞﾙｰﾌﾟの「総務・購買担当」「秘書・安全対策担当」「法務担当」を統合し、「総務部」に変更する。 

9． 管理ｸﾞﾙｰﾌﾟの「関連事業担当」「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ担当」を統合し、「ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ部」に変更する。 

 

事業所組織について 

1． ﾎﾃﾙ椿山荘東京について 1総支配人体制から 2総支配人体制に変更し、「ﾎﾃﾙ総支配人」「ﾊﾞﾝｹｯﾄ総支

配人」、全体を統括する「統括総支配人」を配置する。 

2． ﾎﾃﾙ椿山荘東京の「戦略企画室」を廃止し、「統括総支配人室」を新設する。 
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Ⅱ．人事異動   

 

 

 

【執行役員の異動】 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ＆ﾊﾞﾝｹｯﾄ事業部長 ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ＆ﾊﾞﾝｹｯﾄ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ COO 執行役員 中村 雅俊 

WHG事業部長 WHG事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ COO 執行役員 村上 健二 

企画本部  

料理･料飲ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部門管掌 

人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

料理・料飲ｻｰﾋﾞｽ指導部門管掌 
執行役員 総料理長 加賀 和広 

企画本部  

料理･料飲ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部門管掌 

人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

料理・料飲ｻｰﾋﾞｽ指導部門管掌 
執行役員 佐藤 信也 

 統括ｾﾝﾀｰ長 
執行役員 

WHG新宿 統括総支配人 
和田 修治 

ﾘｿﾞｰﾄ事業部長（兼）㈱ｱｳﾄﾄﾞｱﾃﾞｻﾞｲﾝｱﾝﾄﾞﾜｰｸｽ

代表取締役社長（兼）藤田ｾﾚﾝﾃﾞｨﾋﾟﾃｨ㈱ 

代表取締役社長 

ﾘｿﾞｰﾄ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ COO 
執行役員 

箱根小涌園 総支配人 
恩田 豊 

ﾎﾃﾙ椿山荘東京 統括総支配人 ﾎﾃﾙ椿山荘東京 総支配人 執行役員 山下 信典 

管理本部長 
管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長（兼） 

関連事業担当責任者 
執行役員 小宮 泰 

SDGｓ推進室長 CSR推進室長 執行役員 森本 哲哉 

 

 

 

 

 

（2020年 3月 26日付） 

【取締役・監査役の異動】  

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

本社（管理・人事・企画本部）管掌 人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ管掌 代表取締役 山田 健昭 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部管掌 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ管掌 取締役 北原 昭 

取締役 人事本部管掌 執行役員 人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  
松田 隆則 

（新任） 

取締役 企画本部管掌 執行役員 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  
野﨑 浩之 

（新任） 

監査役（社内・常勤） 取締役 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ管掌  
和久利 尚志 

（退任） 

特別顧問（常勤） 取締役 管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ管掌  
中曽根 一夫 

（退任） 

嘱託（常勤・SDGｓ推進室） 監査役（社内・常勤）  
吉原 正人 

（退任） 



 

 

 

【幹部社員の異動】 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

下田ｱｸｱｻｰﾋﾞｽ㈱ 出向 

下田ｱｸｱｻｰﾋﾞｽ㈱ 代表取締役社長（兼） 

下田海中水族館 総支配人（兼）総務課長 

ﾘｿﾞｰﾄ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 企画ﾁｰﾑ 

（兼）下田ｱｸｱｻｰﾋﾞｽ㈱取締役 

 
鈴木 博 

（昇任） 

ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ＆ﾊﾞﾝｹｯﾄ事業部 企画室長 

（兼）藤田観光工営㈱ 代表取締役社長 

ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ＆ﾊﾞﾝｹｯ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 

（兼）藤田観光工営㈱ 取締役 

 
家原 和孝 

（昇任） 

藤田ﾘｿﾞｰﾄ開発㈱ 代表取締役社長 

ｶﾒﾘｱﾋﾙｽﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 総支配人 

（兼）営業課長（兼）ｺｰｽ管理課長 

藤田ﾘｿﾞｰﾄ開発㈱ 取締役 

藤田ﾘｿﾞｰﾄ開発㈱ 出向 

ｶﾒﾘｱﾋﾙｽﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 

総務課長 

福田 義弘 

（昇任） 

WHG事業部 企画室長 
WHG新宿  

ﾎﾃﾙｸﾞﾚｲｽﾘｰ新宿 総支配人 

 
林 一樹 

WHG事業部 販売推進室長 
WHG新宿 統括ｾﾝﾀｰ  

販売支配人（兼）企画課長 

 
細木 宏治 

WHG事業部  

企画室（企画・FCMC担当） 
仙台ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 総支配人 

 
国見 均 

仙台ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 総支配人 
WHG東京東 ﾎﾃﾙｸﾞﾚｲｽﾘｰ浅草  

総支配人（兼）運営管理課長 

 
堤 政重 

WHG新宿  

新宿ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 総支配人 

人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

人事担当責任者 
 竹崎 啓介 

WHG新宿  

ﾎﾃﾙｸﾞﾚｲｽﾘｰ新宿 総支配人 
ﾘｿﾞｰﾄ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾁｰﾑ長 

 
阪根 徳彦 

WHG新宿 統括ｾﾝﾀｰ長 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 販売促進担当責任者 

（兼）ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ担当責任者 

 
築山 敦 

WHG東京東 ﾎﾃﾙｸﾞﾚｲｽﾘｰ浅草  

総支配人（兼）運営管理課長 

管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

秘書・安全対策担当責任者 

 
長谷部 弘之 

WHG関西㈱ 出向 

関西ｴｱﾎﾟｰﾄﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 総支配人 

WHG西日本㈱ 出向 

ﾎﾃﾙｸﾞﾚｲｽﾘｰ那覇 総支配人 

 
田中 一志 

WHG西日本㈱ 出向 

ﾎﾃﾙｸﾞﾚｲｽﾘｰ那覇 総支配人 

WHG関西㈱ 出向 

関西ｴｱﾎﾟｰﾄﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 総支配人 

 
小林 智美 

ﾘｿﾞｰﾄ事業部 企画室長 
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 

ﾘｿﾞｰﾄ事業部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ室長 
太閤園㈱ 出向 

太閤園 販売支配人 

 

 
松山 元信 

ﾘｿﾞｰﾄ事業部 企画室 

下田ｱｸｱｻｰﾋﾞｽ㈱ 出向 

下田ｱｸｱｻｰﾋﾞｽ㈱ 代表取締役社長（兼） 

下田海中水族館 総支配人（兼）総務課長 

 

 

 

 

阪本 清嗣 

嘱託（非常勤・ﾘｿﾞｰﾄ事業部 企画室） 
㈱ｱｳﾄﾄﾞｱﾃﾞｻﾞｲﾝｱﾝﾄﾞﾜｰｸｽ  

代表取締役社長 
 上原 優 

嘱託（非常勤・ﾘｿﾞｰﾄ事業部 企画室） 
藤田ｾﾚﾝﾃﾞｨﾋﾟﾃｨ㈱  

代表取締役社長 
 浦嶋 幸一 

ﾎﾃﾙ椿山荘東京 ﾎﾃﾙ総支配人 ﾎﾃﾙ椿山荘東京 宿泊支配人 
 

菊田 英二 

ﾎﾃﾙ椿山荘東京 ﾊﾞﾝｹｯﾄ総支配人 
WHG新宿 

新宿ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 総支配人 
 千尋 智彦 



 

 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

ﾎﾃﾙ椿山荘東京 統括総支配人室長 
ﾎﾃﾙ椿山荘東京 副総支配人 

（兼）戦略企画室長 

 
成瀬 健一 

ﾎﾃﾙ椿山荘東京 総務支配人 
企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

経理・財務担当責任者 
 鈴木 宏行 

嘱託（非常勤・L&B事業部 企画室） 
藤田観光工営㈱  

代表取締役社長 
 都築 輝巳 

嘱託（常勤・L&B事業部 企画室） 

藤田ﾘｿﾞｰﾄ開発㈱ 代表取締役社長 

ｶﾒﾘｱﾋﾙｽﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 総支配人 

（兼）営業課長（兼）ｺｰｽ管理課長 

 原田 弘通 

管理本部 総務部長 
管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

総務・購買担当責任者 
 高橋 秀幸 

管理本部 総務部 
管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 法務担当責任者 
 萩原 光彦 

管理本部 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ部長 
管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ担当責任者 
 齊藤 史朗 

人事本部 人事部長 
㈱ﾌｪｱﾄﾝ 出向 

㈱ﾌｪｱﾄﾝ 総務部長 
 堀内 学 

人事本部 人材開発部長 人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ 人事担当  小熊 洋一 

人事本部 
人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

採用・教育担当責任者 
 橋本 香織 

企画本部 経営企画・広報部長 
WHG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 
 岡田 哲 

企画本部 経営企画・広報部 
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 
 原田 真憲 

企画本部 経理・財務 IR部長 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 広報担当責任者  藤石 圭助 

企画本部  

料理･料飲ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 

人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

料理・料飲ｻｰﾋﾞｽ指導担当責任者 
 井家 良尚 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部  

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ  

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当責任者 
 山地 英 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 
WHG事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 販売推進ﾁｰﾑ長 

 
久保 順広 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 
企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

事業推進担当責任者 
 今井 一弘 

藤田観光健康保険組合 常務理事 
人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

人事企画・ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ担当責任者 
 多田 幸夫 

 


