2021 年 9 月 30 日【HD21-8 号】

当社およびグループ会社の人事異動について
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、
２０２１年１０月１日付で、下記のとおり当社およびグループ会社の人事異動を行うことを決定しました
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）
氏

名

新役職

旧役職
経理部 部長

四方田 秀明

社長室 部長

高見 友美

ＩＴ企画部 部長

香川 晴美

総務広報部 部長

前田 慎一

経理部 部長

経理部 課長

三好 宏之

大阪・関西万博事業準備室 部長

監査役室 部長

兼 社長室 部長
ＩＴ企画部 課長
東京オリンピック・パラリンピック競技大会
組織委員会 部長

Ⅱ．クラブツーリズム株式会社
人事異動（部長職以上）
氏

名

川鍋 誠

旧役職

新役職
新・クラブ 1000 事業推進部長

経営企画部部長 兼 顧客戦略部部長

Ⅲ．近畿日本ツーリスト株式会社
人事異動（部長職以上）
当社グループでは、10 月 1 日付で連結子会社である株式会社近畿日本ツーリスト北海道、株式会社近畿日本ツーリスト
東北、株式会社近畿日本ツーリスト関東、株式会社近畿日本ツーリスト中部、株式会社近畿日本ツーリスト関西、株式会
社近畿日本ツーリスト中国四国、株式会社近畿日本ツーリスト九州の地域会社７社および株式会社ＫＮＴ－ＣＴウエブ
トラベルを株式会社近畿日本ツーリスト首都圏に吸収合併し、商号を近畿日本ツーリスト株式会社と変更いたします。
（2021 年 7 月 21 日付発表）

1

氏

名

新役職

川村 直樹

管理本部 部長

近藤 清隆

管理本部 総務部 部長

相生 英一

管理本部 人事部 部長

旧役職
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱
社長室 部長
㈱近畿日本ツーリスト首都圏 管理部 部長
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱
人事部 部長

管理本部 保険部長
大矢 司

兼

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱

社長室 部長

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
㈱近畿日本ツーリスト関東

清水 智裕

事業推進本部 営業企画部長

執行役員 営業本部 販売部長
兼 個人旅行・ウエブ販売部部長 兼 本社営業部長
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱

木村 淳

事業推進本部 部長

河野 淳

事業推進本部 部長

杉浦 洋一

事業推進本部 部長

應本 勲

事業推進本部 部長

松岡 正晴

事業推進本部 部長

大木 茂裕

事業推進本部 部長

松沢 芳孝

事業推進本部 教育・団体旅行部 教育旅行部長

前田 裕彰

事業推進本部 教育・団体旅行部 団体旅行部長

グループ事業戦略本部 営業企画部 部長
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
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
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
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱
グループ事業戦略本部 グローバル戦略部 部長
㈱近畿日本ツーリスト九州
営業本部 団体旅行部長

事業推進本部 公務・地域共創事業部 公務部長
岩崎 友嗣

兼 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱
東京２０２０大会関係者バス輸送実施部長

鈴木 卓

事業推進本部 個人旅行・提携販売部 個人旅行部長

阪上 敏明

事業推進本部 個人旅行・提携販売部 部長

平松 孝信

事業推進本部 個人旅行・提携販売部 部長

玉井 伸明

事業推進本部 仕入企画部長

㈱近畿日本ツーリスト首都圏
埼玉教育旅行支店長
㈱近畿日本ツーリスト首都圏 営業本部 部長
㈱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
㈱近畿日本ツーリスト首都圏
仕入・ウエブ事業部長 兼 個人旅行部長
㈱近畿日本ツーリスト首都圏 営業本部 部長
㈱近畿日本ツーリスト首都圏
仕入・ウエブ事業部 部長
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
㈱近畿日本ツーリスト首都圏

荷見 篤志

事業推進本部 仕入企画部 部長

仕入・ウエブ事業部 部長
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氏

名

岡田 圭

新役職

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱

事業推進本部 仕入企画部 部長

髙橋生久子

北日本支社 管理部長

荒井 秀介

北日本支社 販売部長

黒坂 優

旧役職

国内旅行部 課長
㈱近畿日本ツーリスト東北 管理部長
㈱近畿日本ツーリスト東北
団体旅行販売部長 兼 個人旅行・ウエブ販売部長
㈱近畿日本ツーリスト北海道

北日本支社（札幌駐在）販売部長

取締役 営業本部長
㈱近畿日本ツーリスト北海道

大武 俊介

札幌法人旅行支店長（部長級）

営業本部 販売部長 兼 札幌教育旅行支店長
兼 札幌法人旅行支店長

関

貴光

長谷部有哉

東日本支社 副支社長

宮本 健一

東日本支社 副支社長

板倉 正
遠藤 康弘

東日本支社（新潟駐在）販売部長

㈱近畿日本ツーリスト関東

兼 新潟支店長

営業本部（新潟駐在）部長 兼 新潟支店長

堀尾 芳隆

中日本支社 販売部長

泰行

浜野 暢彦

執行役員 営業本部長 兼 団体旅行部長
団体旅行部部長 兼 東京私学教育旅行支店長

中日本支社 管理部長

南

㈱近畿日本ツーリスト首都圏

兼 東京私学教育旅行支店長

青木 和人

阿比留真二

㈱近畿日本ツーリスト関東 営業本部 部長

㈱近畿日本ツーリスト首都圏

中日本支社 副支社長 兼 販売部長

宮居 智哉

仙台団体旅行支店長（部長級）

東日本支社 販売部長

高木 健吾

鋤柄 憲一

㈱近畿日本ツーリスト東北

仙台支店長（部長級）

㈱近畿日本ツーリスト中部
執行役員 個人旅行・ウエブ販売部長
㈱近畿日本ツーリスト中部

管理部長

㈱近畿日本ツーリスト中部
執行役員 団体旅行販売部 部長

中日本支社 販売部長

㈱近畿日本ツーリスト中部

兼

兼 名古屋法人ＭＩＣＥ支店長

名古屋法人ＭＩＣＥ支店長

中部地域交流部長

㈱近畿日本ツーリスト中部

中日本支社 販売部長

個人旅行・ウエブ販売部 部長

兼 東海仕入営業センター支店長

兼東海仕入営業センター支店長

西日本支社（中国四国駐在）副支社長

㈱近畿日本ツーリスト中国四国

兼 公務・地域共創事業部（中国四国駐在） 部長

団体旅行販売部長

西日本支社（九州駐在）副支社長

㈱近畿日本ツーリスト九州

兼 長崎支店長 兼 大分支店長

執行役員 営業本部長
㈱近畿日本ツーリスト中国四国 取締役

西日本支社 管理部長

管理部長
㈱近畿日本ツーリスト関西 執行役員

鈴木 国雄

西日本支社 販売部長

団体旅行販売部長 兼 関西地域交流部長

兼

兼

関西サポートセンター所長
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関西サポートセンター所長

氏

名

木村 雅一

石川 明彦
曽我 博之

新役職

旧役職

西日本支社 販売部長 兼 JR 販売部長
兼 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱ 社長室 部長

㈱近畿日本ツーリスト関西 執行役員
個人・ウエブ販売部長 兼 営業本部 JR 販売部長
兼 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱ 国内旅行部 部長

西日本支社 大阪・関西万博事業推進部長

㈱近畿日本ツーリスト首都圏

兼 東京２０２０大会関係者バス輸送実施部 部長

東京２０２０大会関係者バス輸送実施部 部長

西日本支社
近鉄グループホールディングス渉外部長

㈱近畿日本ツーリスト関西

管理部長

㈱近畿日本ツーリスト関西
西尾 冬子

関西エージェント支店長

個人旅行・ウエブ販売部 部長
兼 関西エージェントセンター支店長

中国四国仕入営業センター支店長
洲﨑佳都子

兼 西日本支社（中国四国駐在）JR 販売課長
兼 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱ 社長室 課長

㈱近畿日本ツーリスト中国四国
個人旅行・ウエブ販売部部長
兼 営業本部 JR 販売課長
兼 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱ 国内旅行部 部長
㈱近畿日本ツーリスト中国四国

出宮 泰典

四国支店長

個人旅行・ウエブ販売部長
兼 高松支店長 兼 高知支店長

＜上記リリースに関するお問い合わせ先＞
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 総務広報部（広報）
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TEL：03－5325―8547

