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２ ０ ０ ６ 年 ３ 月 １ 日 

日 本 航 空 広 報 部 

日本航空インターナショナル広報部 

日本航空ジャパン広報部 

 

    

役役役役    員員員員    人人人人    事事事事    にににに    つつつつ    いいいい    てててて    
 

 

日本航空グループは、２００６年度の役員体制を別紙のとおり決定致しました。 

本年４月１日にジャルセールスは日本航空インターナショナルと合併し、１０月１日には日本航空

ジャパンが日本航空インターナショナルと合併致します。柔軟な資本政策等の観点から、持株会

社は、組織・人員を最少化した上で存続致しますが、安全アドバイザリーグループのご指摘なども

踏まえ、会社間で組織の壁や意識の差を生じることのないよう、持株会社と事業会社（日本航空イ

ンターナショナル）の経営を一体化すべく、定時株主総会において、持株会社の取締役の定数増

が承認されることを前提に、取締役と監査役の一元化を行います。 

＊一部の人事は、今後開催予定の各社株主総会並びに総会後の取締役会における承認を前提とします。 

＊担当業務における「コーポレート・コミュニケーション室」は、これまでの「広報部」「IR部」「ブランド・マネジメント部」

を束ねるものです。 

＊持株会社日本航空の定時株主総会において取締役定数を１５名とする現行定款の変更決議を前提としています。 

 

監査役につきましては、法的要件を満たすべく、社外監査役２名、社内監査役２名の体制と致し

ます。なお、常勤監査役が従来の３社で５名から、２社で２名に減員となりますので、日本航空イン

ターナショナルに、「監査業務役員制度」を導入し、２名を選任致します。 

＊監査業務役員とは、執行部門から独立し、監査役を補佐して監査業務を行う者をいい、自身の行った業務につい

て監査役に報告するとともに、その内容について監査役、または監査役会に対し責任を負う。 

 

上記により、常勤役員数（常勤取締役＋執行役員）は、２００５年度の４社合計４１名から、２社合

計３６名となります。 

 

本年の定時株主総会日をもって、代表取締役グループCEO（兼）社長は、新町敏行より西松遙

に交代致します。 

 

JALグループは、新しい役員体制の下、意思決定と情報伝達の迅速化を図るとともに、風通しの

良い風土作りに務め、後のない正念場である２００６年度、「安全への信頼回復」と「赤字からの脱

却」に、グループ一丸となって取り組んで参ります。 

 

以 上 
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2006年3月1日 

日 本 航 空 

取締役・執行役員および担当業務一覧取締役・執行役員および担当業務一覧取締役・執行役員および担当業務一覧取締役・執行役員および担当業務一覧    
（2006年4月1日以降、2006年定時株主総会日迄） 

役 職 氏 名 担 当 業 務 

代表取締役 
ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO（兼）社長 

新町 敏行 安全対策本部長、統合推進本部長、CSR委員会委員長、 

コンプライアンス・リスク管理委員会委員長、CS推進強化委員長 

代表取締役専務（昇任） 西松  遙 社長補佐、資金部担当 

常務取締役（昇任） 土屋  文男 コーポレート・コミュニケーション室長、コンプライアンス室長、 

地球環境部担当 

取締役（非常勤・社外） 

取締役（非常勤・社外） 

取締役（非常勤・社外） 

河野 俊二 

諸井  虔 

清水  仁 

 

 

 

上席執行役員（新任） 岸田  清 安全推進本部長 

上席執行役員（新任） 縄野  克彦 空港プロジェクト担当、社長特命事項 

執行役員 広池  君夫 調達部担当 

執行役員（新任） 安中  俊夫 ヒューマンリソース担当 

執行役員（新任） 竹中  哲也 経営企画室長 

執行役員 斉藤  俊一 ITサービス企画室長 

執行役員（新任） 芳賀  正明 安全推進本部副本部長 

執行役員（新任） 守谷  俊朗 コーポレート・コミュニケーション室副室長、秘書部担当、業務部担当 

執行役員（新任） 平田  邦夫 経営企画室副室長 

執行役員（新任） 西   温朗 関連事業室長 

    
監監監監    査査査査    役役役役    

（2006年4月1日以降、2006年定時株主総会日迄） 

役 職 氏 名 

常勤監査役 古川 康中 

常勤監査役   坂井 敏之 

常勤監査役 松井 茂夫 

監査役  根尾 征三 

監査役（社外）   秋山 喜久 

監査役（社外） 西村 正雄 

＜退任役員について＞ 

＊代表取締役副社長の羽根田勝夫は、3月末日付退任、4/1付日本航空インターナショナル常任顧問就

任予定。 

＊代表取締役専務の西塚英和、常務取締役の松本武徳、取締役の世良宣義、上席執行役員の安永純

雄、金成秀幸は、3月末日付退任、4/1付日本航空顧問就任予定。 

 

以 上 
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2006年3月1日 

日 本 航 空 

取締役・執行役員および担当業務一覧取締役・執行役員および担当業務一覧取締役・執行役員および担当業務一覧取締役・執行役員および担当業務一覧    
（2006年定時株主総会日以降） 

役 職 氏 名 担 当 業 務 

取締役会長 新町 敏行  
代表取締役 
ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO（兼）社長 

西松  遙 安全対策本部長、統合推進本部長、CSR委員会委員長、 

コンプライアンス・リスク管理委員会委員長、CS推進強化委員長 

代表取締役専務（新任） 岸田   清 安全推進本部長 

常務取締役（新任） 荒井 克之 客室担当 

常務取締役（新任） 遠藤 寿一 整備担当 

常務取締役（新任） 縄野 克彦 空港プロジェクト担当、社長特命事項 

常務取締役 土屋 文男 コーポレート・コミュニケーション室長、コンプライアンス室長、 

地球環境部担当 

取締役（新任） 深井  祥治 運航担当 

取締役（新任） 吉野  豊 貨物事業担当 

取締役（新任） 笹原  修 整備副担当 

取締役（新任） 広池  君夫 空港担当、調達部担当 

取締役（新任） 安中  俊夫 ヒューマンリソース担当 

取締役（新任） 上原  雅人 旅客営業担当、ＣＳ強化担当 

取締役（新任） 竹中  哲也 経営企画室長、資金部担当 

取締役（新任） 原藤  輝男 運航副担当 

取締役（非常勤・社外） 

取締役（非常勤・社外） 

取締役（非常勤・社外） 

河野 俊二 

諸井  虔 

清水  仁 

 

執行役員 斉藤  俊一 ITサービス企画室長 

執行役員 芳賀  正明 安全推進本部副本部長 

執行役員 守谷  俊朗 コーポレート・コミュニケーション室副室長、秘書部担当、業務部担当 

執行役員 平田  邦夫 経営企画室副室長 

執行役員 西   温朗 関連事業室長 

    

監査役監査役監査役監査役    
（2006年定時株主総会日以降） 

役 職 氏 名 

常勤監査役 古川 康中 

監査役   石沢 照久 

監査役（社外）   秋山 喜久 

監査役（社外） 西村 正雄 

 

以 上 
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2006年３月１日 

日本航空インターナショナル 

取締役・執行役員お取締役・執行役員お取締役・執行役員お取締役・執行役員および業務分掌一覧よび業務分掌一覧よび業務分掌一覧よび業務分掌一覧    
（2006年4月1日以降、定時株主総会日迄） 

役 職 氏 名 担 当 業 務 

代表取締役社長 新町 敏行 安全対策本部長、統合推進本部長、CSR委員会委員長、 

コンプライアンス・リスク管理委員会委員長、CS推進強化委員長 

代表取締役専務（昇任） 西松  遙 社長補佐、資金部担当 

代表取締役専務（昇任） 岸田   清 安全推進本部長、オペレーション統括 

常務取締役 荒井 克之 客室本部長 

常務取締役（新任） 遠藤 寿一 整備本部長 

常務取締役 縄野 克彦 中国事業推進部担当、空港プロジェクト担当、社長特命事項 

常務取締役（昇任） 土屋 文男 コーポレート・コミュニケーション室長、コンプライアンス室長、 

地球環境部担当 

取締役 吉野  豊 貨物事業担当 

取締役（新任） 笹原  修 整備本部副本部長 

取締役（新任） 広池  君夫 空港本部長、調達部担当 

取締役（新任） 安中  俊夫 ヒューマンリソース担当、健康管理室長、ご被災者相談室長 

取締役（新任） 上原  雅人 旅客営業担当、ＣＳ強化担当、アジア・オセアニア地区担当 

取締役（新任） 竹中  哲也 経営企画室長 

取締役（新任） 原藤  輝男 運航本部長 

上席執行役員（新任） 宍戸 幹尋 東日本地区担当（兼）東京支店長 

上席執行役員 深田  信 中国地区担当（兼）ペキン支店長 

上席執行役員（昇任） 杉元  力 国際業務部担当 

執行役員 三好   晉 米州支社長 

執行役員 西郡  正渡 羽田総務部担当（兼）東京空港支店長 

執行役員 斉藤  俊一 ITサービス企画室長 

執行役員（新任） 山崎  寛 北海道地区担当（兼）札幌支店長 

執行役員 板垣  誠 欧州・中東地区支配人 

執行役員 芳賀  正明 安全推進本部副本部長 

執行役員（新任） 守谷  俊朗 コーポレート・コミュニケーション室副室長、秘書部担当、業務部担当 

執行役員（新任） 中島  喜盛 九州地区担当（兼）福岡支店長 

執行役員（新任） 福田  全良 成田地区担当、成田総務部担当（兼）成田空港支店長 

執行役員（新任） 大西  誠 東日本地区副担当（兼）東京支店副支店長 

執行役員（新任） 奥田  光雄 整備本部副本部長 

執行役員（新任） 井口  雅夫 旅客営業副担当（国際） 

執行役員（新任） 吉田  利直 国際業務部副担当 

執行役員（新任） 上川  裕秀 西日本地区担当（兼）大阪支店長 

執行役員（新任） 平田  邦夫 経営企画室副室長 

執行役員（新任） 西   温朗 関連事業室長 

執行役員（新任） 加藤 高弘 中部地区担当（兼）名古屋支店長 

執行役員（新任） 岡田 祐二 旅客営業副担当（国内）、ＣＳ強化副担当 
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監監監監    査査査査    役役役役    

（2006年4月1日以降、定時株主総会日迄） 

役 職 氏 名 

常勤監査役 根尾 征三 

監査役   松井 茂夫 

監査役（社外）   坂井 敏之 

監査役（社外） 栗原 史宜 

    
＜退任役員について＞ 

＊代表取締役副社長の羽根田勝夫は、4/1付日本航空インターナショナル常任顧問就任予定。 

＊代表取締役専務の西塚英和、常務取締役の松本武徳は、3月末日付退任、4/1付日本航空顧問就任

予定。 

＊常務取締役の今井孝雄、丸山源太郎、取締役の大村裕康、高橋哲夫、執行役員の石槫信孝は3月末

日付退任、4/1付日本航空インターナショナル顧問就任予定。 

 

以 上 
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                                                   2006年3月1日 

日本航空インターナショナル 

取締役・執行役員お取締役・執行役員お取締役・執行役員お取締役・執行役員および業務分掌一覧よび業務分掌一覧よび業務分掌一覧よび業務分掌一覧    
（2006年定時株主総会日以降） 

役 職 氏 名 担 当 業 務 

取締役会長 新町 敏行  

代表取締役社長（昇任） 西松  遙 安全対策本部長、統合推進本部長、CSR委員会委員長、 

コンプライアンス・リスク管理委員会委員長、CS推進強化委員長 

代表取締役専務 岸田  清 安全推進本部長、オペレーション統括 

常務取締役 荒井 克之 客室本部長 

常務取締役 遠藤 寿一 整備本部長 

常務取締役 縄野 克彦 中国事業推進部担当、空港プロジェクト担当、社長特命事項 

常務取締役 土屋 文男 コーポレート・コミュニケーション室長、コンプライアンス室長、 

地球環境部担当 

取締役（新任） 深井  祥治 運航本部長  ＊10/1付就任 

取締役 吉野   豊 貨物事業担当 

取締役 笹原  修 整備本部副本部長 

取締役 広池  君夫 空港本部長、調達部担当 

取締役 安中  俊夫 ヒューマンリソース担当、健康管理室長、ご被災者相談室長 

取締役 上原  雅人 旅客営業担当、ＣＳ強化担当、アジア・オセアニア地区担当 

取締役 竹中  哲也 経営企画室長、資金部担当 

取締役 原藤  輝男 運航本部長  ＊10/1以降、運航本部副本部長 

取締役（非常勤・社外） 

取締役（非常勤・社外） 

取締役（非常勤・社外） 

河野 俊二 

諸井  虔 

清水  仁 

 

 

 

上席執行役員 宍戸 幹尋 東日本地区担当（兼）東京支店長 

上席執行役員 深田  信 中国地区担当（兼）ペキン支店長 

上席執行役員 杉元  力 国際業務部担当 

執行役員 三好  晉 米州支社長 

執行役員 西郡  正渡 羽田総務部担当（兼）東京空港支店長 

執行役員 斉藤  俊一 ITサービス企画室長 

執行役員 山崎  寛 北海道地区担当（兼）札幌支店長 

執行役員 板垣  誠 欧州・中東地区支配人 

執行役員 芳賀  正明 安全推進本部副本部長 

執行役員 守谷  俊朗 コーポレート・コミュニケーション室副室長、秘書部担当、業務部担当 

執行役員 中島  喜盛 九州地区担当（兼）福岡支店長 

執行役員 福田  全良 成田地区担当、成田空港支店長、成田総務部担当 

執行役員 大西  誠 東日本地区副担当（兼）東京支店副支店長 

執行役員 奥田  光雄 整備本部副本部長 

執行役員 井口  雅夫 旅客営業副担当（国際） 

執行役員 吉田  利直 国際業務部副担当 

執行役員 上川  裕秀 西日本地区担当（兼）大阪支店長 

執行役員 平田  邦夫 経営企画室副室長 

執行役員 西   温朗 関連事業室長 
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役 職 氏 名 担 当 業 務 

執行役員 加藤  高弘 中部地区担当（兼）名古屋支店長 

執行役員 岡田  祐二 旅客営業副担当（国内）、ＣＳ強化副担当 

    
監査役・監査業務役員監査役・監査業務役員監査役・監査業務役員監査役・監査業務役員    

（2006年定時株主総会日以降） 

役 職 氏 名 

常勤監査役 石沢 照久 

監査役   古川 康中 

監査役（社外）   秋山 喜久 

監査役（社外） 西村 正雄 

監査業務役員（新任） 戸井 正明 

監査業務役員（新任） 平元日出雄 

 

 

以 上 
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                                                 2006年3月1日 

日本航空ジャパン 

取締役・執行役員および担当業務一覧取締役・執行役員および担当業務一覧取締役・執行役員および担当業務一覧取締役・執行役員および担当業務一覧    
（2006年4月1日以降、定時株主総会末日迄） 

役 職 氏 名 担 当 業 務 

代表取締役社長 新町 敏行 安全対策本部長、統合推進本部長、CSR委員会委員長、 

コンプライアンス・リスク管理委員会委員長、CS推進強化委員長 

代表取締役専務（昇任） 西松  遙 社長補佐、資金部担当 

代表取締役専務（新任） 岸田   清 安全推進本部長、オペレーション統括 

常務取締役（新任） 荒井 克之 客室本部長 

常務取締役 遠藤 寿一 整備本部長 

常務取締役 縄野 克彦 空港プロジェクト担当、社長特命事項 

常務取締役（昇任） 土屋 文男 コーポレート・コミュニケーション室長、コンプライアンス室長、 

地球環境部担当 

取締役 深井 祥治 運航本部長 

取締役（新任） 笹原  修 整備本部副本部長 

取締役（新任） 広池  君夫 空港本部長、調達部担当 

取締役（新任） 安中  俊夫 ヒューマンリソース担当、健康管理室長 

取締役（新任） 上原  雅人 旅客営業担当、ＣＳ強化担当 

取締役（新任） 竹中  哲也 経営企画室長 

上席執行役員（新任） 宍戸 幹尋 東日本地区担当（兼）東京支店長 

執行役員 西郡  正渡 羽田総務部担当（兼）東京空港支店長 

執行役員 斉藤  俊一 ITサービス企画室長 

執行役員（新任） 山崎  寛 北海道地区担当（兼）札幌支店長 

執行役員 芳賀  正明 安全推進本部副本部長 

執行役員 守谷  俊朗 コーポレート・コミュニケーション室副室長、秘書部担当、業務部担当 

執行役員（新任） 中島  喜盛 九州地区担当（兼）福岡支店長 

執行役員（新任） 福田  全良 成田地区担当、成田総務部担当（兼）成田空港支店長 

執行役員（新任） 大西  誠 東日本地区副担当（兼）東京支店副支店長 

執行役員（新任） 奥田  光雄 整備本部副本部長 

執行役員（新任） 上川  裕秀 西日本地区担当（兼）大阪支店長 

執行役員（新任） 平田  邦夫 経営企画室副室長 

執行役員（新任） 西   温朗 関連事業室長 

執行役員（新任） 加藤  高弘 中部地区担当（兼）名古屋支店長 

執行役員（新任） 岡田  祐二 旅客営業副担当（国内）、ＣＳ強化副担当 
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監監監監    査査査査    役役役役    
（2006年4月1日以降、定時株主総会日迄） 

役 職 氏 名 

常勤監査役 栗原 史宜 

監査役（社外）   古川 康中 

監査役（社外） 根尾 征三 

 

＜退任役員について＞ 

＊代表取締役副社長の羽根田勝夫は3月末日付退任し、4/1付日本航空インターナショナル常任顧問

就任予定。 

＊代表取締役専務の西塚英和、常務取締役の松本武徳は3月末日付退任し、4/1付日本航空顧問就

任予定。 

＊常務取締役の丸山源太郎、取締役の高橋哲夫、執行役員の石槫信孝は3月末日付退任し、4/1付

日本航空インターナショナル顧問就任予定。 

＊取締役の横山益久、執行役員の舟橋一郎は3月末日付退任し、4/1付日本航空ジャパン顧問就任

予定。 

 

 

 

                                    以 上 
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                                                 2006年3月1日 

日本航空ジャパン 

取締役および執行役員の担当業務一覧取締役および執行役員の担当業務一覧取締役および執行役員の担当業務一覧取締役および執行役員の担当業務一覧    
（2006年定時株主総会日以降、９月末日迄） 

役 職 氏 名 担 当 業 務 

取締役会長 新町 敏行  

代表取締役社長（昇任） 西松  遙 安全対策本部長、統合推進本部長、CSR委員会委員長、 

コンプライアンス・リスク管理委員会委員長、CS推進強化委員長 

代表取締役専務 岸田  清 安全推進本部長、オペレーション統括 

常務取締役 荒井 克之 客室本部長 

常務取締役 遠藤 寿一 整備本部長 

常務取締役 縄野 克彦 空港プロジェクト担当、社長特命事項 

常務取締役 土屋 文男 コーポレート・コミュニケーション室長、コンプライアンス室長、 

地球環境部担当 

取締役 深井 祥治 運航本部長 

取締役 笹原  修 整備本部副本部長 

取締役 広池  君夫 空港本部長、調達部担当 

取締役 安中  俊夫 ヒューマンリソース担当、健康管理室長 

取締役 上原  雅人 旅客営業担当、ＣＳ強化担当 

取締役 竹中  哲也 経営企画室長、資金部担当 

上席執行役員 宍戸 幹尋 東日本地区担当（兼）東京支店長 

執行役員 西郡  正渡 羽田総務部担当（兼）東京空港支店長 

執行役員 斉藤  俊一 ITサービス企画室長 

執行役員 山崎  寛 北海道地区担当（兼）札幌支店長 

執行役員 芳賀  正明 安全推進本部副本部長 

執行役員 守谷  俊朗 コーポレート・コミュニケーション室副室長、秘書部担当、業務部担当 

執行役員 中島  喜盛 九州地区担当（兼）福岡支店長 

執行役員 福田  全良 成田地区担当、成田総務部担当（兼）成田空港支店長 

執行役員 大西  誠 東日本地区副担当（兼）東京支店副支店長 

執行役員 奥田  光雄 整備本部副本部長 

執行役員 上川  裕秀 西日本地区担当（兼）大阪支店長 

執行役員 平田  邦夫 経営企画室副室長 

執行役員 西   温朗 関連事業室長 

執行役員 加藤  高弘 中部地区担当（兼）名古屋支店長 

執行役員 岡田  祐二 旅客営業副担当（国内）、ＣＳ強化副担当 

    
監監監監    査査査査    役役役役    

（2006年定時株主総会日以降、９月末日迄） 

役 職 氏 名 

監査役 栗原 史宜 

監査役（社外）   古川 康中 

監査役（社外） 根尾 征三 

                                   以 上 
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略歴表略歴表略歴表略歴表    
新任取締役候補 
氏          名 
（生年月日） 

 
略      歴 

竹中
たけなか

 哲也
て つ や

 
（昭和22年2月12日生） 

昭和４５年７月  日本航空㈱入社 
平成 ８年６月  同社資金部長 
平成１１年４月  同社フランクフルト支店長 
平成１５年６月  日本アジア航空㈱取締役 
平成１７年６月  同社常務取締役 

原藤
はらふじ

 輝男
て る お

 
（昭和22年5月21日生） 

昭和４６年４月  日本航空㈱入社 
平成 元年５月  同社Ｂ７４７型機機長 
平成１３年４月  同社Ｂ７４７運航乗員部副部長（Ｂ７４７型機機長） 
平成１３年１２月 日本アジア航空㈱運航乗員部長（Ｂ７４７型機機長） 
平成１４年１２月 日本航空㈱Ｂ７４７運航乗員部長（Ｂ７４７型機機長） 
平成１７年７月  ㈱日本航空インターナショナル運航乗員室長 

（Ｂ７４７型機機長） 
 
新任執行役員候補 

中島
なかじま

 喜盛
よしもり

 
(昭和23年7月28日生) 

 

昭和４６年４月  日本航空㈱入社 
平成  ７年６月  同社東京支店国際団体旅客販売部長 
平成１１年４月  同社東京支店副支店長（兼）国際団体旅客販売部長 
平成１２年４月  ㈱ジャルパック（出向） 
平成１５年４月   日本航空㈱ホノルル支店長 

（兼）㈱ＪＡＬウェイズ（出向） 
福田
ふ く だ

 全良
まさよし

 
（昭和24年3月8日生） 

昭和４７年４月  日本航空㈱入社 
平成１１年６月   ジャルスカイサービス㈱（出向） 

（兼）日本航空㈱成田空港支店部長 
平成１４年６月  日本航空㈱札幌空港支店長 
平成１６年４月  ㈱日本航空インターナショナル関西空港支店長 

（兼）㈱ＪＡＬスカイ関西（出向） 

大西
おおにし

 誠
まこと

 

(昭和25年1月20日生) 

 

昭和４８年４月  日本航空㈱入社 

平成１０年１２月 同社欧州･中東地区支配人室部長 

平成１１年４月  同社東京支店国際旅客販売部長 

平成１３年４月   ㈱ジャルセールスネットワーク（出向） 

（兼）日本航空㈱国際旅客営業部長 

平成１５年４月  ㈱ジャルパック（出向） 

平成１７年４月  ㈱日本航空インターナショナル ペキン支店長 

奥田
お く だ

 光雄
み つ お

 

（昭和25年3月1日生） 

昭和４３年４月  日本航空㈱入社 
平成１２年３月   同社羽田整備工場安全･訓練グループ長 
平成１４年６月  同社成田整備事業部副事業部長 

（兼）成田整備事業部運航整備部長 
平成１7年４月  ㈱日本航空インターナショナル整備本部副本部長 

（兼）羽田整備事業部長 
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井口
い ぐ ち

 雅夫
ま さ お

 

(昭和25年12月28日生) 

昭和５０年４月   日本航空㈱入社 

平成１２年６月  ㈱ジャルプラザ（出向） 
平成１６年４月  ㈱ＪＡＬブランドコミュニケーション（出向） 
平成１７年４月  ㈱日本航空インターナショナル マイレージセンター部長 

（兼）㈱日本航空ジャパン(マイレージセンター部)（出向） 

 （兼）㈱ジャルセールス（出向） 

吉田
よ し だ

 利直
としなお

 

(昭和26年1月17日生) 

昭和４９年４月   日本航空㈱入社 

平成１２年９月  同社経営企画室長付部長(兼)旅客事業担当役員付部長 
平成１３年４月  同社経営企画室業務部長 
平成１４年６月  同社国際旅客事業カンパニープレジデント付部長（国際渉

外チーム担当） 

平成１６年４月  ㈱日本航空インターナショナル米州西部地区支店長 

上川
かみかわ

 裕秀
ひろひで

 

(昭和26年6月29日生) 

昭和４９年４月  日本航空㈱入社 
平成１２年４月  ㈱ジャルストーリー（出向） 
平成１５年４月  ㈱ジャルセールス（出向） 

（兼）㈱日本エアシステム（出向） 
平成１７年４月  ㈱日本航空ジャパン（[国内旅客]営業部）（出向） 

（兼）㈱ジャルセールス（出向） 

平田
ひ ら た

 邦夫
く に お

 

(昭和26年8月16日生) 

昭和５０年４月   日本航空㈱入社 
平成１２年４月  同社東京支店総務部長 
平成１３年４月  ㈱ジャルセールスネットワーク（出向） 

平成１４年６月  日本航空㈱[国内旅客]マーケティング企画部長 

平成１５年４月  ㈱日本エアシステム（出向） 

（兼）日本航空㈱[国内旅客]マーケティング企画室部長 

平成１７年４月  ㈱日本航空ジャパン（[国内旅客]事業企画部）（出向） 
西
にし

 温朗
あつろう

 
（昭和27年3月9日生） 

昭和５０年４月  日本航空㈱入社 
平成１３年６月  同社成田空港支店総務部長（兼）成田総務部長 
平成１６年４月  ㈱日本航空システム（関連事業室）（出向） 
        （兼）㈱日本航空インターナショナル人事部付 
        （兼）㈱日本航空ジャパン（人事･勤労部）（出向） 

加藤
か と う

 高弘
たかひろ

 

(昭和31年2月7日生) 

昭和５３年４月   東亜国内航空㈱入社 
平成１４年１０月 ㈱ジャルセールス（出向） 

（兼）㈱日本エアシステム国内旅客営業部長（兼）宣伝部長 
（兼）日本航空㈱[国内旅客]営業部（出向） 

平成１７年４月  ㈱日本航空ジャパンｅ化推進部長 

（兼）㈱日本航空インターナショナルｅ化推進部長（出向） 

岡田
お か だ

 祐二
ゆ う じ

 

(昭和31年7月9日生) 

昭和５４年４月   日本航空㈱入社 
平成１５年４月  ㈱日本エアシステム（出向） 

（兼）日本航空㈱[国内旅客]マーケティング企画室副部長 
（兼）㈱ジャルセールス（出向） 

平成１５年１２月 ㈱日本航空システム（総合経営企画室）（出向） 

平成１７年４月   ㈱日本航空（経営企画室）（出向） 

（兼）㈱日本航空インターナショナル経営企画室部長 

（兼）㈱日本航空ジャパン（経営企画室）（出向）    
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新任監査役候補 

石沢
いしざわ

 照久
てるひさ

 

(昭和24年6月11日生) 

昭和４８年４月   日本航空㈱入社 
平成１１年４月  同社経理部長 
平成１４年１０月 ㈱ジャルリーブル（出向） 

（兼）㈱日本航空システム（総合経営企画室）（出向） 
（兼）日本航空㈱企画財務部長（経理担当） 

平成１５年６月  ㈱ジャルリーブル（出向） 
（兼）㈱日本航空システム（総合経営企画室）（出向） 
（兼）日本航空㈱企画財務部長（経理担当） 
（兼）㈱日本エアシステム（出向） 

平成１７年４月 ㈱日本航空（経営企画室）副室長（出向） 
        （兼）㈱日本航空インターナショナル経営企画室部長 

（兼）㈱日本航空ジャパン（経営企画室）（出向） 

（兼）㈱ジャルリーブル（出向） 
 
新任監査業務役員候補 

戸井
と い

 正明
まさあき

 

(昭和24年11月9日生) 

昭和４７年４月   日本航空㈱入社 

平成 ９年６月  同社経理部会計･連結決算グループ長 

平成１１年３月  同社新潟支店長 
平成１４年６月  同社韓国地区支店長 

平成１６年４月  ㈱日本航空インターナショナル韓国地区支店長 

        （兼）㈱日本航空ジャパン（人事･勤労部）（出向） 

平元
ひらもと

 日出雄
ひ で お

 

(昭和25年4月9日生) 

昭和４８年４月   日本航空㈱入社 

平成９年１１月  日本トランスオーシャン航空㈱（出向） 
平成１２年４月  日本航空㈱技術部副部長（兼）技術部羽田技術室長 

平成１４年６月  同社技術部長 
 

 


