
 

                           ２０２２年６月２９日 

 

役員人事および業務分担の変更、部長職の人事異動について 

 

京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、５月２５日開催の取締役会、ならびに 

本日（６月２９日）開催の第１０１期定時株主総会および取締役会において、下記のとおり役員人事および業務分担

の変更、部長職の人事異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

○役員人事および業務分担の変更 

発令日：６月２９日 

新   職 旧   職 氏  名 

▽代表取締役会長 （代表取締役社長 社長執行役員） 紅村 康 

▽代表取締役社長 社長執行役員 

（取締役 常務執行役員 

経営統括本部長 

総務･危機管理部、法務･コンプライアンス

部、広報部、人事部 分担 

財務･情報開示 担当 

コンプライアンス 担当） 

都村 智史 

▽取締役 常務執行役員 

戦略推進本部長、開発事業本部長 

新宿再開発推進室 分担 

（取締役 常務執行役員  

開発事業本部長） 
南 佳孝 

▽取締役 常務執行役員  

人事部長 

総務･危機管理部、法務･コンプライアンス

部、広報部、人事部 分担 

コンプライアンス 担当 

（執行役員 

（株）京王ストア 代表取締役社長） 
山岸 真也※１ 

▽取締役 常務執行役員  

経営統括本部長  

財務･情報開示 担当 

（執行役員 

開発事業本部 開発企画部長） 
小野 正浩 

▽取締役 常務執行役員 

鉄道事業本部長 

（執行役員 

西東京バス（株） 代表取締役社長） 
井上 晋一※２ 

▽取締役 

（株）京王百貨店 代表取締役社長 

（取締役 専務執行役員 

戦略推進本部長 

新宿再開発推進室 分担） 

仲岡 一紀※３ 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



新   職 旧   職 氏  名 

▽取締役 

京王電鉄バス（株） 代表取締役社長 
（執行役員 人事部長） 宮坂 周治※４ 

▽執行役員 

経営統括本部 グループ事業部長 

（経営統括本部 グループ事業部部長 

（株）京王プレリアホテル京都  

代表取締役社長） 

熊谷 高志※５ 

▽執行役員 

開発事業本部 ＳＣ営業部長 
（京王食品（株） 代表取締役社長） 古屋 圭子※６ 

▽執行役員 

新宿再開発推進室長 
（新宿再開発推進室長） 中瀨 正春 

▽執行役員 

鉄道事業本部 計画管理部長 
（鉄道事業本部 計画管理部長） 加藤 慎司 

▽執行役員 

 （株）京王ストア 代表取締役社長 
（経営統括本部 経営企画部長） 川田 裕史※７ 

▽退任 

相談役 
（代表取締役会長） 永田 正 

▽退任 

 京王重機整備（株） 代表取締役社長 

（取締役 常務執行役員 

鉄道事業本部長） 
寺田 雄一郎 

▽退任 

 （株）京王百貨店 取締役会長 

（取締役 

（株）京王百貨店 代表取締役社長） 
駒田 一郎※８ 

▽退任 

 京王電鉄バス（株） 取締役会長 

（取締役 

京王電鉄バス（株） 代表取締役社長） 
丸山 荘※９ 

※１ 山岸 真也は６月２４日付で（株）京王ストア代表取締役社長を退任しております。 

※２ 井上 晋一は６月２２日付で西東京バス（株）代表取締役社長を退任しております。 

※３ 仲岡 一紀は６月２４日付で（株）京王百貨店代表取締役社長に就任しております。 

※４ 宮坂 周治は６月２３日付で京王電鉄バス（株）代表取締役社長に就任しております。 

※５ 熊谷 高志は６月２３日付で（株）京王プレリアホテル京都代表取締役社長を退任しております。 

※６ 古屋 圭子は６月２４日付で京王食品（株）代表取締役社長を退任しております。 

※７ 川田 裕史は６月２４日付で（株）京王ストア代表取締役社長に就任しております。 

※８ 駒田 一郎は６月２４日付で（株）京王百貨店取締役会長に就任しております。 

※９ 丸山 荘は６月２３日付で京王電鉄バス（株）取締役会長に就任しております。 

 

 

 

 

 



○部長人事 

発令日：６月２２日 

新   職 旧   職 氏  名 

▽西東京バス（株） 

代表取締役社長 

（（株）京王プレッソイン 

 代表取締役社長） 
浜田 丈夫 

▽（株）京王プラザホテル 

経営企画部長 

（部長級昇進） 

（（株）京王プラザホテル 

経営企画部長） 
赤沼 秀伸※１ 

▽（株）京王プラザホテル 

監査役 
（監査等委員会室長） 野﨑 弘明 

▽（株）京王プレッソイン 

 代表取締役社長 

（（株）京王プレッソイン 

常務取締役 チェーン本部長 ） 
許田 晃子 

※１ 赤沼 秀伸は６月２９日付で部長級昇進。 

 

 

発令日：６月２３日 

新   職 旧   職 氏  名 

▽（株）リビタ 

取締役 運営事業本部長 

（戦略推進本部 事業推進部部長 

Freshtea Japan（株） 代表取締役社長） 
横倉 康生※１ 

▽（株）リビタ 

取締役 経営管理部長 

（部長級昇進） 

（（株）リビタ 

取締役 経営管理部長） 
渡邊 孝史※２ 

▽（株）京王プレリアホテル京都 

代表取締役社長 

経営統括本部 グループ事業部部長 

（（株）京王プレリアホテル京都 

専務取締役管理部長 

経営統括本部 グループ事業部部長） 

吉田 修 

※１ 横倉 康生は６月２９日付で Freshtea Japan（株）代表取締役社長を退任。 

※２ 渡邊 孝史は６月２９日付で部長級昇進。 

 

 

発令日：６月２４日 

新   職 旧   職 氏  名 

▽（株）京王百貨店 

 経営企画室 専任部長 
（経営統括本部 デジタル戦略推進部長） 田平 隆雄 



新   職 旧   職 氏  名 

▽（株）京王百貨店 

 経理部長 

 （部長級昇進） 

（（株）京王百貨店  

経理部長） 
森 雅弘※１ 

▽（株）京王アートマン 

 代表取締役社長 
（戦略推進本部 事業推進部長） 近藤 洋之 

▽京王食品（株） 

代表取締役社長 
（開発事業本部 ＳＣ営業部長） 林 由紀 

▽京王観光（株） 

代表取締役社長 

（京王観光（株） 

常務取締役 経営管理部長 ） 
竹内 健 

▽京王観光（株） 

常務取締役 経営管理部長 
（人事部課長） 志賀 英介※１ 

▽（株）うかい 

統括本部 管理部長 
（戦略推進本部 沿線価値創造部長） 野村 和伸 

※１ 森 雅弘、志賀 英介は６月２９日付で部長級昇進。 

 

 

発令日：６月２７日 

新   職 旧   職 氏  名 

▽御岳登山鉄道（株） 

代表取締役社長 
（総務・危機管理部長） 鑓田 政信 

 

 

発令日：６月２９日 

新   職 旧   職 氏  名 

▽経営統括本部 経営企画部長 （経営統括本部 経理部長） 木村 創 

▽経営統括本部 

グループ事業部部長 

（（株）高山グリーンホテル 

執行役員 管理本部長 

経営統括本部 グループ事業部部長） 

岩田 真一郎※１ 

▽経営統括本部 経理部長 （経営統括本部 経営企画部課長） 扇谷 正博※２ 

▽経営統括本部 デジタル戦略推進部長 （鉄道事業本部 鉄道営業部課長） 山口 優※２ 



新   職 旧   職 氏  名 

▽戦略推進本部 事業推進部長 

Freshtea Japan（株）  

代表取締役社長 

（京王フェアウェルサポート（株） 

代表取締役社長 

戦略推進本部 事業推進部課長） 

長谷川 尚美※２ 

▽戦略推進本部 沿線価値創造部長 （戦略推進本部 沿線価値創造部部長） 二羽 信介 

▽総務・危機管理部長 

（部長級昇進） 

（高尾登山電鉄（株） 

取締役 総務部長） 
奥村 良矢※２・３ 

▽監査等委員会室長 （経営統括本部 グループ事業部長） 太田 敦 

▽開発事業本部 開発企画部長 （開発事業本部 開発推進部長） 長谷川 和憲 

▽開発事業本部 開発推進部長 （新宿再開発推進室課長） 遠藤 暁※２ 

▽開発事業本部 プロジェクト推進部部長 （開発事業本部 開発企画部課長） 十河 信介※２ 

※１ 岩田 真一郎は６月２２日付で（株）高山グリーンホテル執行役員を退任しております。 

※２ 扇谷 正博、山口 優、長谷川 尚美、奥村 良矢、遠藤 暁、十河 信介は６月２９日付で部長級へ昇進。 

※３ 奥村 良矢は６月２１日付で高尾登山電鉄（株）取締役を退任しております。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 


