
 

平成 22 年 1 月 29 日 
各  位 
 

会社名：更生会社 株式会社日本航空 
       代表者：管財人 株式会社企業再生支援機構 

         職務執行者 瀬戸 英雄  
         同    中村 彰利  

         管財人   片山 英二  
(コード番号 9205 東・大・名各第１部) 
問い合わせ先：事務統括部長    日  岡  裕  之 

                              電話番号：（TEL（03）5460-6600） 
 
 

役員人事について 

 

 

日本航空は、新役員体制を別紙のとおり決定致しました。 

 

現在 JAL グループは、早期の会社再生に向け、強い決意をもって改革に取り組ん

でおります。このような中、役員体制につきましても「若返り」と「スリム化」を

徹底的に追求することで、スピードをあげて諸施策を立案・実行できる態勢を整え

ました。 

 

 JALグループは、新しい役員体制のもとで全グループ社員の心を一つにし、日々

の安全運航とサービス向上に万全を期すとともに、一日も早く再生を成し遂げるべ

く、改革の実行に全力を尽くして参ります。 

 

 引き続きのご愛顧とご支援を、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■執行役員（2010年2月8日以降） 

 役職 氏名 株式会社日本航空 

担当業務 

株式会社日本航空ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

担当業務 

備考 

1 会長 稲盛 和夫   *1 

2 社長 大西 賢 グループCOO 安全対策本部長、お客さま本

部会議長、企業風土改革推進

委員会委員長、CSR委員会委

員長、地球環境委員会委員

長、コンプライアンス・リス

ク管理委員会委員長 

*2 

3 副社長執行役員 田口 久雄 社長補佐、CS推進担当、 

秘書担当、内部統制推進 

担当 

社長補佐、お客さま本部長、

秘書部担当、内部統制推進

担当 

*3 

4 専務執行役員 大村 裕康 人事・労務総括、労務担当 人事・労務総括、労務部 

担当、健康管理部門長 

 

5 専務執行役員 田村 千裕 安全推進担当、地球環境 

担当 

安全推進本部長（安全統括

管理者）、ご被災者相談部

門長、企業風土改革推進担

当、地球環境部担当 

 

6 執行役員 上川 裕秀  東日本地区担当 （兼）東京

支店長 

※ 

7 執行役員 平田 邦夫 貨物郵便担当 貨物郵便本部長、（株）JA

Lカーゴセールス社長 

 

8 執行役員 来栖 茂実 経営企画担当 経営企画本部長  

9 執行役員 池田 博  （株）JALウェイズ社長 ※ 

10 執行役員（新任） 植木 義晴 運航担当 運航本部長  

11 執行役員 西川 建人  運航本部副本部長（兼）運

航企画部門長 

※ 

12 執行役員 酒井 忠雄 安全推進副担当 安全推進本部副本部長、 

総括安全補佐 

 

13 執行役員 須川 鐵朗 空港担当 空港本部長、(株)JALスカイ

社長 

*4 

14 執行役員 安藤 勉   国際業務部担当、中国事業

推進部担当 

※ 

15 執行役員 山口 栄一  西日本地区担当、（株）JA

Lセールス西日本社長（兼）

大阪支店長 

※ 

16 執行役員 福島 進   成田地区担当、（株）JAL

スカイ副社長 (兼)成田空

港支店長 

※ 



 

 

 役職 氏名 株式会社日本航空 

担当業務 

株式会社日本航空ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

担当業務 

備考 

17 執行役員 佐藤 信博 整備担当 整備本部長、（株）JALエン

ジニアリング社長 

*5 

18 執行役員 齋藤 隆   整備本部副本部長（兼） 

整備企画部門長 

※ 

19 執行役員 佐藤 学 管財人室長 管財人室長 *6 

20 執行役員 清水 佳人  （株）ジャルエクスプレス

社長 

*7 

※ 

21 執行役員 山村 毅   （株）ジェイエア社長 ※ 

22 執行役員（新任） 大川 順子 客室担当 客室本部長  

23 執行役員（新任） 篠原 敏夫  （株）JALスカイ副社長 

（兼）東京空港支店長 

*8 

※ 

24 執行役員（新任） 斉藤 典和 資金担当、ＩＲ担当、経理

担当、内部統制推進副担当

資金部担当、経理部担当、

内部統制推進副担当 

 

25 執行役員（新任） 藤田 直志 旅客営業担当 旅客営業本部長、アジア・

オセアニア地区担当 

 

26 執行役員（新任） 河原畑 敏幸 調達担当 調達部担当  

27 執行役員（新任） 安嶋 新  日本エアコミューター（株）

社長 

*9 

※ 

28 執行役員（新任） 乘田 俊明 人事担当 人事部担当  

29 執行役員（新任） 豊島 滝三 広報担当、企画業務担当、

事務統括担当、法務コンプ

ライアンス担当 

広報部担当、企画業務部担

当、事務統括部担当、法務

コンプライアンス部担当 

 

30 執行役員（新任） 菊山 英樹 経営企画副担当 経営企画本部副本部長  

31 執行役員（新任） 二宮 秀生 ITサービス企画担当、内部

統制推進副担当 

ITサービス企画部門長、 

内部統制推進副担当 

 

 [注] 
*1) 2010年2月1日就任。 
*2）2010年2月1日就任。 
*3）2010年2月1日就任。但し、「社長補佐」以外の担当業務は、2月8日付。 
*4）㈱JALスカイ取締役会の承認を経て、2010年2月8日に社長に就任予定。 
*5）㈱JALエンジニアリング取締役会の承認を経て、2010年2月8日に社長に就任予定。 
*6）2010年1月19日に就任済み。 
*7）㈱JALエクスプレス株主総会・取締役会の承認を経て、2010年2月8日に社長に就任予定。 
*8）㈱JALスカイ取締役会の承認を経て、2010年2月8日に副社長に就任予定。 
*9）日本エアコミューター㈱取締役会の承認を経て、2010年2月1日に社長に就任予定。 
※は、日本航空インターナショナルの専任者。 
 
＜退任役員について＞ 

次の者は、2010年2月7日をもって退任いたします。副社長執行役員の繩野克彦、竹中哲也、岸田清、専務
執行役員の三好晉、上原雅人、常務執行役員の安中俊夫、齋藤俊一、芳賀正明、西温朗、執行役員の 
高橋哲夫、金山佳正、大島敏業、加藤高弘、岡田祐二、三井宗幸、高橋淑夫、森井一郎、鈴木克明、 
永田順子、今城義夫、横田恵三郎、西和彦。 
なお、2010年2月8日付で、加藤高弘を中部地区支配人(兼)名古屋支店長に、岡田祐二を欧州・中東地区支

配人(兼)ロンドン支店長に、横田恵三郎を中国地区総代表(兼)北京支店長(兼)北京営業所長に、西和彦を法
人営業総括(兼)東京支店副支店長(兼)法人センター長に任用いたします。 



 

略 歴 表 
新任執行役員 

氏名（生年月日） 略   歴 

植木
う え き

 義晴
よしはる

 

（昭和27年9月16日生） 

昭和50年6月 日本航空㈱入社 

平成12年3月 B747-400運航乗員部米州第1路線室主席 

平成17年4月 運航本部副本部長（兼）運航企画室企画部長 

平成19年4月 運航乗員訓練企画部長 

平成20年3月 ㈱ジェイエア（6月 副社長就任） 

大川
おおかわ

 順子
じゅんこ

 

（昭和29年8月31日生） 

昭和52年12月 日本航空㈱入社 

平成15年4月 機内サービス部機内販売グループ長 

平成17年4月 第1客室乗員部第4客室乗員室長 

平成18年4月 機内サービス部長 

平成21年10月 客室品質企画部長 

篠原
しのはら

 敏夫
と し お

 

（昭和29年8月29日生） 

昭和54年4月 日本航空㈱入社 

平成16年4月 空港運営企画部副部長 

平成17年3月 オペレーション業務部受委託契約室長 

平成19年4月 空港運営企画部長 

平成21年10月 空港企画部長 

斉藤
さいとう

 典和
のりかず

 

（昭和31年11月23日生）

昭和55年4月 日本航空㈱入社 

平成12年8月 国際業務部 

平成14年6月 日本トランスオーシャン航空㈱ 

平成18年4月 ㈱ジャルリーブル 

平成18年10月 経理部長 

藤田
ふ じ た

 直志
た だ し

 

（昭和31年10月25日生）

昭和56年4月 日本航空㈱入社 

平成13年4月 ㈱ジャルセールスネットワーク（総合企画部） 

平成15年4月 ㈱ジャルセールス（国際営業部） 

平成18年4月 東京支店国際販売業務部長 

平成21年10月 お客さま本部副本部長 

河原畑
かわらばた

 敏幸
としゆき

 

（昭和32年10月2日生） 

平成2年3月 日本航空㈱入社（経験者採用） 

平成16年8月 事業企画室業務部 

平成17年4月 資金部長 

平成18年10月 パリ支店長 

平成21年4月 調達部長 

安嶋
やすじま

 新
あらた

 

（昭和32年11月1日生） 

昭和56年4月 日本航空㈱入社 

平成14年6月 国内旅客事業企画部 

平成15年4月 ㈱日本エアシステム 国内旅客事業企画室 

平成17年4月 経営企画室部長 

平成21年4月 日本エアコミューター㈱ （6月 取締役就任） 

 
 
 
 
 
 
 



 

氏名（生年月日） 略   歴 

乘田
の り た

 俊明
としあき

 

（昭和32年8月27日生） 

昭和57年4月 日本航空㈱入社 

平成13年11月 経営企画室統合準備委員会事務局 

平成14年6月 総合経営企画室 

平成17年4月 経営企画室部長 

平成19年4月 広報部長 

豊島
とよしま

 滝 三
りゅうぞう

 

（昭和34年8月17日生） 

昭和58年4月 日本航空㈱入社 

平成8年7月 ㈱JALホテルズ 

平成13年7月 運航企画室企画部業務グループ長 

平成19年4月 労務部長 

平成21年4月 パリ支店長 

菊山
きくやま

 英樹
ひ で き

 

（昭和35年3月19日生） 

昭和58年4月 日本航空㈱入社 

平成10年12月 人事部 

平成12年7月 労務部給与企画グループ長 

平成17年9月 米州支社総務部長 

平成19年4月 経営企画室部長 

二宮
にのみや

 秀生
ひ で お

 

（昭和36年11月28日生）

昭和59年4月 日本航空㈱入社 

平成15年11月 ㈱ジャルセールス 東日本支社国際団体販売第1部 

平成17年5月 国際旅客営業部 

平成19年4月 国内営業部長 

平成21年4月 国際営業部長 

 

 


