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2021 年（令和 3 年）3 月 31 日【HD21-2 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３年４月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

守本 英雄 社長室 部長 兼 国内旅行部長 グループ事業戦略本部 国内旅行部長 

田中 将史 

社長室 部長 

兼 グローバル戦略部長 

兼 営業企画部 部長 

グループ事業戦略本部 グローバル戦略部長 

中峰 秀紀 

社長室 部長 

兼 総務広報部 部長 

兼 ㈱近畿日本ツーリスト首都圏 執行役員 

管理部 部長 

兼 ㈱近畿日本ツーリスト関東 管理部 部長 

兼 ㈱ＫＮＴ－ＣＴウエブトラベル 管理部長 

㈱近畿日本ツーリスト首都圏 執行役員管理部 部長 

兼 総務広報部 部長 

川村 直樹 社長室 部長 社長室 課長 

清水 完 社長室 部長 兼 人事部 部長 社長室 課長 兼 人事部 課長 

能勢 多洋 社長室 部長 社長室 課長 

大矢 司 グループ事業戦略本部 営業企画部 部長 
㈱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 

杉浦 洋一 グループ事業戦略本部 国内旅行部 部長 ㈱近畿日本ツーリスト九州 営業本部 部長 

應本 勲 グループ事業戦略本部 国内旅行部 部長 
㈱近畿日本ツーリスト関東 

個人旅行・ウエブ販売部長 
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Ⅱ．クラブツーリズム株式会社 

人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和３年４月１日付＞ 

氏  名 新役職および担当業務 現役職および担当業務 

平野 恭一 

専務取締役 経営企画部長  

顧客戦略部長 

ITシステム部、経理部担当 

専務取締役 経営企画部長 

ITシステム部、経理部担当 

中村 朋広 

取締役 テーマ旅行本部 副本部長 

営業企画部長 地域共創事業部長 

テーマ旅行部担当 

取締役 テーマ旅行本部 副本部長 

営業企画部長  

テーマ旅行部担当 

柏山 卓士 
執行役員 テーマ旅行部長 

新・クラブ 1000事業推進部長 
執行役員 テーマ旅行部長 

峯村 直子 

顧客戦略部 部長 

兼 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱ 

出向 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱出向 

高木 弘一 地域共創事業部 部長 テーマ旅行部 部長 

荒木 学 営業企画部 部長 国内旅行部 部長 

樋山 智彦 地域共創事業部 部長 営業企画部 事業開発課長 

五十嵐 雅之 地域共創事業部 部長 
地域営業部 

北海道旅行センター支店長 

勅使川原大二 新・クラブ 1000事業推進部 部長 営業企画部（新・クラブ 1000構想担当） 

 

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３年４月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

小川 龍彦 営業本部 販売部長 ＤＭ事業部 事業部長 

 

Ⅳ．株式会社近畿日本ツーリスト東北 

人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和３年４月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

大矢 司 
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱ 

グループ事業戦略本部 営業企画部 部長 
取締役 個人旅行・ウエブ販売部長 
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Ⅴ. 株式会社近畿日本ツーリスト関東 

人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和３年４月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

清水 智裕 

執行役員 営業本部 販売部長  

兼 個人旅行・ウエブ販売部長 

兼 ㈱近畿日本ツーリスト首都圏 営業本

部 部長 

執行役員 営業本部 販売部長  

堀尾 芳隆 

執行役員 営業本部 部長 

兼 ㈱近畿日本ツーリスト首都圏 営業本

部 部長 

執行役員 営業本部 部長 

應本 勲 
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱  

グループ事業戦略本部 国内旅行部 部長 
個人旅行・ウエブ販売部長  

 

Ⅵ．株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 

人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和３年４月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

大原 浩 

代表取締役社長 

兼 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱ 

グループ事業戦略本部 営業企画部長 

代表取締役社長  

中峰 秀紀 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱ 

社長室 部長 

兼 執行役員 管理部 部長 

執行役員 管理部 部長 

 

Ⅶ．株式会社近畿日本ツーリスト中部 

人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和３年４月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

鋤柄 憲一 中部地域交流部長 名古屋法人ＭＩＣＥ支店長 

青木 和人 管理部長 管理部 課長 

 

Ⅷ. 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３年４月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

栗山 千三 取締役 グローバルトラベル営業本部長 
ＫＮＴ－ＣＴグローバルトラベル㈱ 

取締役営業本部長 
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２．人事異動（太字が変更部分） 

＜令和３年４月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

小出 寛志 取締役 法人・公務営業本部長 取締役 営業本部長 

 

Ⅸ. 株式会社ＫＮＴ－ＣＴウエブトラベル 

人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜令和３年４月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

戸田 健二 
㈱ＫＮＴビジネスクリエイト 

プリンティング事業部長 
国内商品企画部長 

 

Ⅹ．株式会社ＫＮＴ－ＣＴ・ＩＴソリューションズ 

役員の異動（太字が変更部分） 

＜令和３年４月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職および担当業務 

瓜生 修一 代表取締役社長 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱ 

常務取締役 ＩＴ企画部担当 

グループ事業戦略本部長 

※本異動につきましては、令和３年４月１日開催予定の同社臨時株主総会およびその後の取締役会において 

正式に決定いたします。  

※瓜生修一はＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱常務取締役 IT 企画部担当、グループ事業戦略本部長を継続 

いたします。 

 

Ⅺ．KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS(U.S.A) INC. 

役員の異動 （太字が変更部分） 

＜令和３年３月２２日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

渋谷 直憲 代表取締役社長 
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (U.S.A.), 

INC. Tour Operation Company 社長 

 

 

 

 

 

＜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：03－5325―8547 


