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2020 年（令和 2 年）6 月 17 日【HD20-8 号】 
 

                  人事異動について 
 
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区 取締役社長：米田 昭正）は、 

下記のとおり、グループ会社の人事異動を決定しましたので、お知らせします。 
 

記 

 
Ⅰ．ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和２年６月５日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

西田 正彦 経営戦略部 部長 
近鉄グループホールディングス株式会社  

総合企画部長 
 
＜令和２年６月１０日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

相生 英一 人事部 部長 
株式会社近畿日本ツーリスト北海道 

取締役管理部長 
 

＜令和２年６月１７日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

小泉  義 社長室 部長 経営戦略部長 

佐藤 栄子 社長室 部長 経営戦略部 部長 

勝山 秀美 社長室 部長 経営戦略部 部長 

西田 正彦 社長室 部長 経営戦略部 部長 

松永 智也 社長室 部長 経営戦略部 部長 

立花 泰明 社長室 部長 兼 総務広報部 部長 総務広報部 部長 

片本 義也 社長室 部長 兼 人事部 部長 
株式会社近畿日本ツーリスト九州 

取締役営業本部長 

清水   覚 
ＩＴ企画部 部長  

兼 監査部 部長 

情報セキュリティ対策室 部長 

兼 ＩＴ企画部 部長 

近藤 基幸 総務広報部長 総務広報部 部長 

深山 謙二 グループ事業戦略本部 営業企画部長 
グループ事業推進本部 

営業推進部長 兼 教育旅行部長 
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氏  名 現役職 旧役職 

木村 淳 グループ事業戦略本部 営業企画部 部長 

株式会社近畿日本ツーリスト東北 

取締役 個人旅行・ウエブ販売部長 

兼 グループ事業推進本部 営業推進部 部長 

波多野貞之 グループ事業戦略本部 営業企画部 部長 
グループ事業推進本部 部長 兼 同マーケテ

ィング部 部長 兼 同地域交流部 部長 

松本 佳澄 グループ事業戦略本部 営業企画部 部長 グループ事業推進本部 営業推進部 部長 

田崎 伸也 グループ事業戦略本部 営業企画部 部長 グループ事業推進本部 教育旅行部 部長 

河野 淳 グループ事業戦略本部 営業企画部 部長 グループ事業推進本部 部長 

甲斐 聖一 グループ事業戦略本部 営業企画部 部長 三喜トラベルサービス株式会社 代表取締役社長 

澤 嘉昭 グループ事業戦略本部 営業企画部 部長 グループ事業推進本部 営業推進部 部長 

守本 英雄 グループ事業戦略本部 国内旅行部長 グループ事業推進本部 関連事業部長 

岡 哲生 グループ事業戦略本部 国内旅行部 部長 グループ事業推進本部 国内旅行部 部長 

冨澤美津男 

グループ事業戦略本部 国内旅行部 部長 

兼 クラブツーリズム株式会社 地域交流部 

部長 

グループ事業推進本部 地域交流部長 

田中 将史 
グループ事業戦略本部 

グローバル戦略部長 
グループ事業推進本部 海外旅行部長 

菅野 貴 
グループ事業戦略本部 

グローバル戦略部 部長 
グループ事業推進本部 海外旅行部 部長 

松岡 正晴 
グループ事業戦略本部 

グローバル戦略部 部長 

KINTETSU INTERNATIONAL 

EXPRESS(U.S.A.) KIH 社長 

山崎 陽一 
グループ事業戦略本部 東京オリンピック 

・パラリンピック事業推進部 部長 

グループ事業推進本部 東京オリンピック 

・パラリンピック事業推進部 部長 

三好 宏之 監査役室 部長 兼 監査部 部長 グループ事業推進本部 部長 

岩崎 友嗣 

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 

東京 2020 大会関係者バス輸送実施部長 

兼 グループ事業戦略本部 東京オリンピ

ック・パラリンピック事業推進部部長 

兼 株式会社近畿日本ツーリストコーポ 

レートビジネス スポーツ事業推進部部長 

グループ事業推進本部 スポーツ事業部長 

兼 同東京オリンピック・パラリンピック 

事業推進部部長 

兼 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 

東京 2020 大会関係者バス輸送実施部長 

 

藤ノ木 洋 
株式会社ＫＮＴビジネスクリエイト 

取締役 経営企画室 管理部長 
監査役室 部長 

五十嵐 修 
株式会社ツーリストエキスパーツ 

東日本営業部 部長 
グループ事業推進本部 教育旅行部 部長 

平松 孝信 
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 

個人旅行部 部長 

グループ事業推進本部 営業推進部 課長 

兼 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 

個人旅行部 課長 
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＜令和２年６月１９日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

松永 智也 

近鉄グループホールディングス株式会社 

総務部長 

兼 近畿日本鉄道株式会社 総務部長 

社長室 部長 

 

＜令和２年７月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

四方田秀明 経理部 部長 兼 社長室 部長 経理部 課長 

玉井 伸明 

グループ事業戦略本部 国内旅行部 部長 

兼 株式会社ＫＮＴ－ＣＴウエブトラベル 

宿泊企画部 部長 

グループ事業戦略本部 国内旅行部 課長 

 

Ⅱ．クラブツーリズム株式会社 

１．役員の異動 （太字が変更部分） 

＜令和２年６月１７日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

酒井 博 代表取締役社長、テーマ旅行本部長 執行役員 テーマ旅行本部 部長 

平野 恭一 専務取締役経営企画部長 取締役経営企画部長 

霜田 正明 取締役 取締役販売促進部長 

真柄 徹 常勤監査役 取締役総務部長 

吉岡 敬泰 取締役総務部長 取締役テーマ旅行本部長 

藤浪  卓 
株式会社ＫＮＴ－ＣＴウエブトラベル 

代表取締役社長 
取締役マーケティング部長 

村上さちえ 
取締役ＷＥＢ販売部長、 

マーケティング部長 

執行役員ＷＥＢ販売部長、 

マーケティング部部長 

武藤 綾子 取締役人事部長 執行役員人事部長 

中村 朋広 取締役テーマ旅行本部 副本部長 執行役員テーマ旅行部長、営業戦略部 部長 

鍵岡 靖泰 執行役員国内旅行部長 執行役員国内旅行部長、営業戦略部 部長 

伊藤  崇 執行役員海外旅行部長、地域営業部長 執行役員地域営業部長、営業戦略部 部長 

柏山 卓士 執行役員テーマ旅行部長 執行役員海外旅行部長、営業戦略部 部長 

栗山 千三 

執行役員テーマ旅行本部 部長 兼務 

株式会社ＫＮＴ－ＣＴグローバルトラベ

ル取締役営業本部長 

テーマ旅行部 部長 兼務 

株式会社ＫＮＴ－ＣＴグローバルトラベル 

取締役営業本部長 

※代表取締役 丸山隆司、および取締役 藤浪卓、中村哲夫は任期満了により退任。藤浪卓は株式会社ＫＮＴ－ＣＴウエブトラ 

 ベル代表取締役社長に就任。中村哲夫は近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員に就任（令和 2年 6月 19 日）予定。 

常勤監査役 中戸宏は株式会社クラブツーリズム・ライフケアサービスおよび株式会社クラブツーリズム・スペースツアー 

ズの監査役に就任。 
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２．人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１５日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

松本 重樹 経営企画部 部長 
株式会社 NTT データテラノス 

代表取締役社長 

 

＜令和２年７月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

中村 朋広 
取締役テーマ旅行本部 副本部長、 

営業企画部長 
取締役テーマ旅行本部 副本部長 

栗山 千三 執行役員グローバル事業部長 兼務 執行役員テーマ旅行本部 部長 兼務 

峯村 直子 営業企画部 部長 地域交流部長 

新  匡成 グローバル事業部 部長 訪日事業部長 

荒木  学 
営業企画部 部長 

（オリパラ推進プロジェクト事務局） 

営業戦略部長 

（オリパラ推進プロジェクト事務局） 

冨澤 美津男 営業企画部 部長 兼務 地域交流部 部長 兼務 

 

Ⅲ．株式会社近畿日本ツーリスト北海道 

人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１０日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

日向  豊 管理部長 兼 保険部長 管理部管理課長 兼 保険部 課長 

 

Ⅳ．株式会社近畿日本ツーリスト東北 

１．役員の異動（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１２日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

 大矢  司 
取締役 

個人旅行・ウエブ販売部長 

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 

個人旅行部 部長 

 

２．人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１２日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

高橋 生久子 管理部長 兼 保険部長 管理課長 兼 保険部 課長 
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Ⅴ．株式会社近畿日本ツーリスト関東 

役員の異動（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１１日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

石原 栄二 代表取締役社長 執行役員 営業本部長 

清水 智裕 
執行役員営業本部販売部長 兼  

本社営業部長 

営業本部販売部長 兼 本社営業部長  

兼 保険部 部長 

堀尾 芳隆 
執行役員営業本部 部長 

兼 保険部 部長 

株式会社近畿日本ツーリスト中部 

執行役員 団体旅行販売部長 兼 営業本部 部長  

兼 保険部 部長 

※髙川雄二代表取締役社長は、同日付にて退任 令和2年6月10日付、株式会社近畿日本ツーリスト中部代表取締役社長に就任 

 

 

Ⅵ．株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 

１．役員の異動（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１１日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

  大原 浩 代表取締役社長 
執行役員 仕入・ウエブ事業部長 

兼 団体旅行部長 

宮本 健一 執行役員営業本部長 兼 団体旅行部長 団体旅行部 部長 兼 保険部 部長 

※田ヶ原聡代表取締役社長は、同日付にて退任 退任後は株式会社ユナイテッドツアーズ代表取締役社長に就任。木島正人専務取締 

役は、同日付にて退任 退任後は株式会社近畿日本ツーリスト東北および株式会社ＫＮＴ－ＣＴウエブトラベルの監査役に就任 

 

２．人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１１日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

鈴木  卓 
仕入・ウエブ事業部長 

兼 個人旅行部長 
個人旅行部長 兼 仕入・ウエブ事業部部長  

岩崎 友嗣 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

スポーツ事業部長 兼 東京オリンピック・ 

パラリンピック事業推進部部長 

兼 東京 2020 大会関係者バス輸送実施部長 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

スポーツ事業部長 兼 東京オリンピック・パラ

リンピック事業推進部部長 

 
 

＜令和２年６月１２日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

大矢  司 
株式会社近畿日本ツーリスト東北 

取締役個人旅行・ウエブ販売部長 
個人旅行部 部長 

 

＜令和２年７月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

近藤 清隆 管理部 部長 兼 保険部長 管理部 部長 

前田 裕彰 営業本部 部長 団体旅行部 課長 
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氏  名 現役職          旧役職 

荷見 篤志 
仕入・ウエブ事業部 部長 

兼 首都圏仕入企画センター支店長 

仕入・ウエブ事業部 課長 

兼 首都圏仕入企画センター支店長 

山口  滋 
団体旅行部 部長 

兼 東京私学教育旅行支店長 
東京私学教育旅行支店長 

 

Ⅶ．株式会社近畿日本ツーリスト中部 

役員の異動（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１０日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

髙川 雄二 代表取締役社長 
株式会社近畿日本ツーリスト関東 

代表取締役社長 

桜田 武司 取締役 団体旅行販売部長 
株式会社近畿日本ツーリスト中国四国 

団体旅行販売部長 

高木 健吾 執行役員 個人旅行・ウエブ販売部長 個人旅行・ウエブ販売部長 

堀尾 芳隆 

株式会社近畿日本ツーリスト関東 

執行役員営業本部 部長 

兼 保険部部長 

執行役員 団体旅行販売部長 

兼 営業本部 部長 兼 保険部 部長 

※中津功代表取締役社長は、同日付にて退任 退任後は株式会社近畿日本ツーリスト関西および株式会社ＫＮＴ－ＣＴグローバルト 

ラベルの監査役に就任 

 

Ⅷ．株式会社近畿日本ツーリスト関西 

役員の異動（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１０日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

松本 知 
常務取締役 営業本部長  

兼 万博事業推進本部長 

取締役 営業本部長 

兼 万博事業推進本部長 

 

Ⅸ．株式会社近畿日本ツーリスト中国四国 

人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１０日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

阿比留 真二 団体旅行販売部長 営業本部 部長 

 

Ⅹ．株式会社近畿日本ツーリスト九州 

役員の異動（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１２日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

南  泰行 執行役員 営業本部長 営業本部 部長 

 



7 
 

Ⅺ．株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス 

１．役員の異動（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１１日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

永﨑 安基 常務取締役 管理部長 兼 保険部長 取締役 管理部長 兼 保険部長 

※永崎安基常務取締役は、令和2年7月1日より管理部担当 

 

２．人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１５日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

柴田 雅貴 
株式会社イベントアンドコンベンショ 

ンハウス 代表取締役社長 
第２営業支店長 

 

＜令和２年６月１７日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

沼野 晴之 
営業本部 部長 

兼 スポーツ事業推進部長 
営業本部 販売課長 

 

＜令和２年７月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

渡辺 浩一 管理部長 兼 保険部長 管理部 管理課長 

見上  諭 
営業本部 部長 兼 スポーツ事業推進部 

部長 兼 第１営業支店長 
第７営業支店長 

 

Ⅻ．株式会社ＫＮＴ－ＣＴウエブトラベル 

１．役員の異動（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１１日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

藤浪  卓 代表取締役社長 
クラブツーリズム株式会社 

取締役 マーケティング部長 

浅妻   勇 専務取締役営業本部長 常務取締役営業本部長 

※瓜生修一代表取締役社長は、同日付にて退任 退任後はＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社常務取締役に昇任 

 

２．人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和２年７月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

麻生 奈津代 販売促進部長 販売促進部 課長 
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XIII．株式会社ユナイテッドツアーズ 

役員の異動（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１５日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

田ケ原 聡 代表取締役社長 
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 

代表取締役社長 

※山本龍二代表取締役社長は、同日付にて退任 

 

XIV．株式会社イベントアンドコンベンションハウス 

役員の異動（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１５日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

柴田 雅貴 代表取締役社長 
株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス 

第２営業支店長 

※平井浩明代表取締役社長は、同日付にて退任 退任後は三喜トラベルサービス株式会社代表取締役社長に就任 

 

XV．三喜トラベルサービス株式会社 

役員の異動（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１５日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

平井 浩明 代表取締役社長 
株式会社イベントアンドコンベンション 

ハウス代表取締役社長 

※甲斐聖一代表取締役社長は、同日付にて退任 退任後はKNT-CTホールディングス株式会社グループ事業戦略本部 営業企画部 部長 

 

XVI．株式会社ＮＴＴデータ テラノス 

役員の異動（太字が変更部分） 

＜令和２年６月１５日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

涌井 浩樹 代表取締役社長 
株式会社ＫＮＴビジネスクリエイト 

常務取締役 経営企画室 管理部長 

※松本重樹代表取締役社長は、同日付にて退任 退任後はクラブツーリズム株式会社経営企画部 部長 

 

                                            以 上 

 

＜上記リリースに関するお問い合わせ先＞ 

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス総務広報部 秘書・広報 立花  TEL：03－5325―8515 

                           広報 岩本 TEL：03－6863－0048 


