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平成29年５月15日 

各      位 

  
 会 社 名  株式会社極楽湯ホールディングス 
 代表社名  代表取締役社長CEO 新 川 隆 丈 
 （ＪＡＳＤＡＱ コード：２３４０） 
 問合せ先  取締役執行役員 CFO 鈴 木 正 守 
 電  話  ０３－５２７５－４１２６（代） 

 

役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社グループの役員人事を下記の通り内定いた

しましたのでお知らせいたします。なお、正式には、６月28日開催予定の定時株主総会の

決議を受けて決定いたします。 

 

記 

 

１．株式会社極楽湯ホールディングス（平成 29 年６月 28 日付） 

取締役 

氏名 新役職 旧役職 

新川 隆丈 代表取締役社長 グループ CEO 代表取締役社長 CEO 

髙野 透 退任 

（株式会社極楽湯 

代表取締役社長 兼 CQO） 

取締役専務執行役員 

日本法人統括 

松本 俊二 退任 

（極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 

董事長 兼 CQO） 

取締役専務執行役員 

中国法人統括 

羽塚 聡 取締役常務執行役員  

新業態・営業企画担当（CBO）

取締役常務執行役員  

新業態・営業企画担当（CQO）

姜  豊年 取締役（新任） ― 

※ 髙野氏、松本氏は当社子会社の代表に就任いたします。 

※ 姜氏は、筆頭株主（ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション）

の代表及び当社子会社の名誉董事長を兼任しております。 

 

監査役 

氏名 新役職 旧役職 

細木 正彦 辞任（一身上の都合による） 社外監査役 

小林 明夫 社外監査役（新任） ― 
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２．株式会社極楽湯（平成 29 年６月 28 日付） 

氏名 新役職 旧役職 

新川 隆丈 取締役会長 代表取締役社長 CEO 

髙野 透 代表取締役社長 兼 CQO 取締役専務執行役員 CQO 

 

３．極楽湯（上海）沐浴股份有限公司（平成 29 年６月 28 日付） 

氏名 新役職 旧役職 

新川 隆丈 董事会長 董事長（CEO） 

松本 俊二 董事長 兼 CQO 副董事長（CQO） 

 

４．新任役員の略歴 

姜 豊年氏（株式会社極楽湯ホールディングス 取締役） 

平成 ４年 ６月 趨勢科技（TREND MICRO） 総経理 

平成 ８年 ６月 華淵信息网 執行役 

平成 10 年 ６月 新浪网（Sina） 董事長 

平成 17 年 １月 璞石資本集団（Purestone Capital Group） 董事長（現任) 

平成 17 年 １月 ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション 董事長（現任） 

平成 25 年 １月 TRK Holding Co., Ltd. 独立董事 (現任） 

平成 26 年 １月 大宇信息股份有限公司（Daiyu Information System） 董事（現任） 

平成 26 年 ６月 当社子会社 極楽湯中国控股有限公司（香港） Director（現任） 

平成 27 年 10 月 当社子会社 極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 名誉董事長（現任） 

平成 28 年 １月 佳格食品股份有限公司（Standard Food） 独立董事（現任） 

平成 29 年 １月 全達国際股份有限公司（Quanda International） 董事（現任） 

 

小林 明夫氏（株式会社極楽湯ホールディングス 社外監査役） 

昭和 54 年 ４月 東京国税局入局 

平成 19 年 ７月 練馬東税務署 副署長 

平成 21 年 ７月 東京国税局 調査一部 特別国税調査官 

平成 23 年 ７月 東京国税局 調査一部 統括国税調査官 

平成 27 年 ７月 本所税務署 署長 

平成 28 年 ９月 税理士登録 

 

５．辞任監査役（平成 29 年６月 28 日付） 

  細木 正彦 社外監査役（一身上の都合による） 

 

以 上 
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（参考） 

新体制（平成 29 年６月 28 日付） 

１．株式会社極楽湯ホールディングス （本社：日本 東京都千代田区） 

新川 隆丈 代表取締役社長グループ CEO 

羽塚 聡  取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当（CBO） 

鈴木 正守 取締役執行役員 CFO 経営企画担当 

姜  豊年 取締役 

角替 隆志 社外取締役 

赤地 文夫 社外取締役 

山田 貞一 監査役 

髙倉 隆  社外監査役 

小林 明夫 社外監査役 

崔  明浩 執行役員 

椎名 晴信 執行役員 

２．株式会社極楽湯 （本社：日本 東京都千代田区） 

新川 隆丈 取締役会長 

髙野 透  代表取締役社長 兼 CQO 

羽塚 聡  取締役 

山田 貞一 監査役（非常勤） 

３．極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 （本社：中国 上海市） 

新川 隆丈 董事会長 

姜  豊年 名誉董事長 

松本 俊二 董事長 兼 CQO 

蘇  聪儒 副董事長 

角替 隆志 董事 

崔  明浩 総経理 

宮坂紀久雄 監事 

麦  欣荣 監事 

刘  心远 監事 

 

CEO = Chief Executive Officer 

CBO = Chief Branding Officer 

CQO = Chief Quality Officer 

CFO = Chief Financial Officer 

 
以 上 


