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2021 年（令和 3 年）6 月 25 日【HD21-3 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） 

＜２０２１年６月１日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

細川比呂志 
グループ事業戦略本部 

国内旅行部 部長 兼 営業企画部 部長 

株式会社近畿日本ツーリスト関西  

関西地域交流部長 

 

＜２０２１年６月４日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

岡  哲生 株式会社近畿日本ツーリスト沖縄 取締役 グループ事業戦略本部 国内旅行部 部長 

 

＜２０２１年７月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

義澤 英直 社長室 部長 社長室 課長 

 

 

Ⅱ．クラブツーリズム株式会社 

役員の異動および担当業務（太字が変更部分） 

＜２０２１年６月１６日付＞ 

氏  名 現担当業務 旧担当業務 

酒井 博 
代表取締役社長 

テーマ旅行本部長 

代表取締役社長 

テーマ旅行本部長 

国内旅行部、地域営業部、海外旅行部担当 

平野 恭一 
専務取締役 経営企画部長、顧客戦略部長 

ＩＴシステム部担当 

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 

吉岡 敬泰 
取締役 総務部長 

業務部担当 

取締役 総務部長 

ＣＳＲ推進部、業務部担当 
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氏  名 現担当業務 旧担当業務 

村上さちえ 取締役 マーケティング部長 取締役 マーケティング部長、ＷＥＢ販売部長 

武藤 綾子 取締役 人事部長 
取締役 人事部長 

関連事業部担当 

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 

新・クラブ 1000 事業推進部、グローバ

ル事業部担当 

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 

新・クラブ 1000 事業推進部担当 

安藤 秀次 
取締役 経理部長 

ＣＳＲ推進部担当 
執行役員 経理部長 

柏山 卓士 

取締役 テーマ旅行本部副本部長、テー

マ旅行部長、海外旅行部長 

国内旅行部担当 

執行役員 テーマ旅行部長、新・クラブ 1000

事業推進部長 

伊藤  崇 執行役員 新・クラブ 1000 事業推進部長 執行役員 国内旅行部長、海外旅行部長 

神木 良彦 執行役員 国内旅行部長 
国内旅行部 部長 兼 

関西国内旅行センター支店長 

長岡  徹 

執行役員 顧客戦略部 部長、経営企画部部

長（7/1 付）、株式会社クラブツーリズム・

ライフケアサービス代表取締役社長 

顧客戦略部 部長 

株式会社クラブツーリズム・ライフケアサービ

ス代表取締役 

※取締役 篠田学、霜田正明、執行役員 小野睦、栗山千三は任期満了により退任。 

 

２．人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜２０２１年７月１日付＞ 

氏  名 新役職 現役職 

浅川 義直 
株式会社ＫＮＴビジネスクリエイト 

取締役管理部長 

関連事業部長 

株式会社ＫＮＴビジネスクリエイト 

取締役管理部長（6/4 付） 

義澤 英直 

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社 

社長室 部長 兼 

経営企画部 部長 

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社 

社長室 課長 兼 

経営企画部 課長 

 

 

Ⅲ．株式会社近畿日本ツーリスト関東 

役員の異動および担当業務（太字が変更部分） 

＜２０２１年６月１１日付＞ 

氏  名 現担当業務 旧担当業務 

堀尾 芳隆 
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 部長 
執行役員 営業本部 部長 兼 保険部 部長 

 

 

 



3 

 

Ⅳ．株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 

１．役員の異動および担当業務（太字が変更部分） 

＜２０２１年６月１０日付＞ 

氏  名 現担当業務 旧担当業務 

髙浦 雅彦 

取締役（非常勤） 

株式会社近畿日本ツーリストコーポレー

トビジネス代表取締役社長 

株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビ

ジネス代表取締役社長 

 細川比呂志 

執行役員 営業本部 部長（兼務） 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

国内旅行部 部長 兼 営業企画部 部長 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

グループ事業戦略本部 国内旅行部 部長 兼 

営業企画部 部長 

守本 英雄 

執行役員 営業本部 部長（兼務） 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

社長室部長 兼 国内旅行部長 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

社長室 部長 兼 グループ事業戦略本部 国内

旅行部長 

 松本 佳澄 

執行役員 営業本部 部長（兼務）、仕入・ 

ウエブ事業部 部長（兼務） 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

営業企画部 部長 

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 

 田中 将史 

執行役員 営業本部 部長（兼務） 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

社長室 部長 兼 グローバル戦略部長 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

社長室 部長 兼 グループ事業戦略本部 グロ

ーバル戦略部長 

 星   透 

執行役員 管理部 部長（兼務） 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

人事部 部長（6/16 付） 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

執行役員 人事部長 

 清水  亨 

執行役員 管理部 部長（兼務） 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

経理部 部長 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

経理部 部長 

 

２．人事異動（部長職以上）（太字が変更部分） 

＜２０２１年６月２３日付＞ 

氏  名 現役職 旧役職 

山口  滋 
株式会社箱根高原ホテル 

取締役社長 

団体旅行部 部長 

東京私学教育旅行支店長（兼務） 

板倉  正 
団体旅行部 部長 

東京私学教育旅行支店長（兼務） 
千葉教育旅行支店長 

 

Ⅴ．株式会社近畿日本ツーリスト中部 

役員の異動および担当業務（太字が変更部分） 

＜２０２１年６月１１日付＞ 

氏  名 現担当業務 旧担当業務 

髙川 雄二 

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 取締役（非常勤） 

代表取締役社長 
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氏  名 新担当業務 旧担当業務 

堀尾 芳隆 執行役員 団体旅行販売部 部長 
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 

 

 

Ⅵ．株式会社近畿日本ツーリスト関西 

役員の異動および担当業務（太字が変更部分） 

＜２０２１年６月１１日付＞ 

氏  名 現担当業務 旧担当業務 

三田 周作 

代表取締役社長  

株式会社近畿日本ツーリスト中国四国 

代表取締役社長 

代表取締役社長 

 

 

Ⅶ．株式会社近畿日本ツーリスト中国四国 

役員の異動および担当業務（太字が変更部分） 

＜２０２１年６月４日付＞ 

氏  名 新担当業務 旧担当業務 

船場 誠吾 

代表取締役社長 

株式会社近畿日本ツーリスト沖縄 

代表取締役社長 

代表取締役社長 

※船場誠吾代表取締役社長は、６月11日付にて退任。 

 

＜２０２１年６月１１日付＞ 

氏  名 現担当業務 旧担当業務 

三田 周作 

代表取締役社長 

株式会社近畿日本ツーリスト関西 

代表取締役社長 

株式会社近畿日本ツーリスト関西 

代表取締役社長 

 

 

Ⅷ．株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス 

役員の異動および担当業務（太字が変更部分） 

＜２０２１年６月１０日付＞ 

氏  名 現担当業務 旧担当業務 

髙浦 雅彦 

代表取締役社長 

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 

取締役（非常勤） 

代表取締役社長 

髙川 雄二 

取締役（非常勤） 

株式会社近畿日本ツーリスト中部 

代表取締役社長 

株式会社近畿日本ツーリスト中部 

代表取締役社長 
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Ⅸ．株式会社近畿日本ツーリスト沖縄 

役員の異動および担当業務（太字が変更部分） 

＜２０２１年６月４日付＞ 

氏  名 現担当業務 旧担当業務 

船場 誠吾 代表取締役社長 
株式会社近畿日本ツーリスト中国四国 

代表取締役社長 

※田中雅彦代表取締役社長は、同日付にて退任 

 

 

Ⅹ．株式会社近畿日本ツーリスト商事 

 役員の異動および担当業務（太字が変更部分） 

＜２０２１年６月４日付＞ 

氏  名 現担当業務 旧担当業務 

本多 美直 代表取締役社長 
株式会社ＫＮＴビジネスクリエイト 

代表取締役社長 

※伊在井一裕代表取締役社長は、同日付にて退任  

 

 

Ⅺ．株式会社ＫＮＴビジネスクリエイト 

  役員の異動および担当業務（太字が変更部分） 

＜２０２１年６月４日付＞ 

氏  名 現担当業務 旧担当業務 

浅妻  勇 代表取締役社長 
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 

執行役員 グループ事業戦略本部 部長 

※本多美直代表取締役社長は、同日付にて退任、株式会社近畿日本ツーリスト商事代表取締役社長に就任  

 

                                            以 上 

 


