
2021 年 3 月 24 日
各 位

代表取締役の異動、取締役・監査役人事および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2021 年 3 月 24 日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動、取締役

人事、監査役人事、及び執行役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役人事につきましては、2021 年 4 月 28 日に開催予定の当社第 111 回

定時株主総会の決議により正式に決定される予定です。また、代表取締役の異動及び取締役の新

役職につきましては、当社第 111 回定時株主総会終結後の取締役会決議により正式に決定される

予定です。

記

1. 執行役員人事(2021 年 4月 1日付)

(1)新任執行役員

2. 代表取締役の異動(2021 年 4月 28 日付)

（1）異動の理由

経営体制の強化のため。

（2）異動の内容

会 社 名 株式会社東京ドーム

代表者名 代表取締役社長 長岡 勤

(コード：9681、東証第１部)

問合せ先 広報ＩＲ室長 佐治 英郎

(TEL. 03-3811-2111)

氏名 新役職 現役職

鴉田 隆司

(からすだ たかし)

専務執行役員

※4 月 28 日付にて代表取締役

専務執行役員に就任予定

(三井不動産株式会社

ホテル・リゾート本部

ホテル・リゾート事業二部長)

細井 一人

(ほそい かずひと)

常務執行役員

経営本部 副本部長

(三井不動産株式会社
ソリューションパートナー本部

法人ソリューション部)

田中 正樹

(たなか まさき)

執行役員

管理本部 副本部長

(株式会社読売新聞東京本社

総務局次長)

氏名 新役職 現役職

鴉田 隆司

(からすだ たかし)

代表取締役専務 執行役員

取締役会議長

(三井不動産株式会社

ホテル・リゾート本部

ホテル・リゾート事業二部長)

※4 月 1 日付にて当社専務執行

役員に就任予定



（3）新任代表取締役の略歴

出身地 広島県

生年月日 1965 年 5 月 18 日

職歴 1988 年 4 月 三井不動産株式会社 入社

2013 年 4 月 三井不動産株式会社 アコモデーション事業本部※

ホテル事業部長

2018 年 4 月 三井不動産株式会社 ホテル・リゾート本部

リゾート事業部長

2020 年 4 月 三井不動産株式会社 ホテル・リゾート本部

ホテル・リゾート事業二部長

※2016 年 4 月よりホテル・リゾート本部へ改称

所有株式数 0株（2021 年 1 月 31 日付）

3. 取締役人事(2021 年 4 月 28 日付)

(1) 新任取締役

※北原義一、徳田誠、富樫烈、山口寿一の各氏は非常勤取締役です。

氏名 新役職 現役職

鴉田 隆司

(からすだ たかし)

代表取締役専務 執行役員

取締役会議長

(三井不動産株式会社

ホテル・リゾート本部

ホテル・リゾート事業二部長)

※4 月 1日付にて当社専務執行役員

に就任予定

小針 卓也

(こはり たくや)

常務取締役 執行役員

管理本部長

兼総務部・施設部担当

常務執行役員

管理本部長

兼総務部・施設部担当

大川 大作

(おおかわ だいさく)

常務取締役 執行役員

マーケティング本部長

兼宣伝広告部・営業推進部担当

常務執行役員

マーケティング本部長

兼宣伝広告部・営業推進部担当

森田 清司

(もりた きよし)

常務取締役 執行役員

営業本部副本部長

(株式会社読売新聞東京本社

執行役員 北陸支社長)

北原 義一

(きたはら よしかず)

取締役 (三井不動産株式会社

代表取締役 副社長執行役員)

徳田 誠

(とくだ まこと)

取締役 (三井不動産株式会社

執行役員 ソリューションパートナ

ー本部長)

富樫 烈

(とがし れつ)

取締役 (三井不動産株式会社

執行役員 経理部長)

山口 寿一

(やまぐち としかず)

取締役 (株式会社読売新聞グループ本社

代表取締役社長)



(2) 退任取締役

4. 監査役人事(2021 年 4 月 28 日付)

(1) 新任監査役

※澤弘之氏は 4月 1日付にて当社顧問に就任予定です。

5. 2021 年 4 月 28 日からの体制

(1)取締役

氏名 現役職

萩原 実

(はぎわら みのる)

取締役

小田切 吉隆

(おだぎり よしたか)

取締役

秋山 智史

(あきやま ともふみ)

取締役

森 信博

(もり のぶひろ)

取締役

井上 義久

(いのうえ よしひさ)

取締役

石田 惠美

(いしだ えみ)

取締役

氏名 新役職 現役職

澤 弘之

(さわ ひろゆき)

常勤監査役 (株式会社ＮＢＦオフィスマネジメント

代表取締役社長)

氏名 役職

長岡 勤 代表取締役社長 執行役員

鴉田 隆司 代表取締役専務 執行役員

取締役会議長

谷口 好幸 代表取締役専務 執行役員

コンプライアンス・リスク管理担当 兼安全推進室・審査法務部担当

西勝 昭 専務取締役 執行役員

開発室担当 兼営業本部長 兼業務部担当

久岡 公一郎 専務取締役 執行役員

経営本部長 兼グループ戦略室担当

小針 卓也 常務取締役 執行役員

管理本部長 兼総務部・施設部担当

大川 大作 常務取締役 執行役員

マーケティング本部長 兼宣伝広告部・営業推進部担当

森田 清司 常務取締役 執行役員

営業本部副本部長

北原 義一 取締役

徳田 誠 取締役

富樫 烈 取締役

山口 寿一 取締役



(2)監査役

(3)執行役員

以上

氏名 役職

田中 雅昭 常勤監査役

田中 毅 常勤監査役

澤 弘之 常勤監査役

髙橋 功 監査役（社外）

青木 英憲 監査役（社外）

氏名 役職

細井 一人 常務執行役員

経営本部副本部長

岩瀬 敬之 常務執行役員

マーケティング本部 マーケティング戦略部担当 兼マーケティング戦略部長

岡 佳和 常務執行役員

営業本部 営業環境管理部・東京ドーム部担当 兼東京ドーム部長

中川 真 常務執行役員

営業本部 飲食＆物販部・流通事業部担当 兼飲食＆物販部長

岡田 洋美 常務執行役員

経営本部 公共施設事業室・広報ＩＲ室・秘書室担当 兼秘書室長

田中 正樹 執行役員

管理本部副本部長

岩村 直道 執行役員

営業本部 興行企画部・ホール部・ミュージアム部担当 兼興行企画部長

上村 純子 執行役員

経営本部 人事部・教育センター部担当 兼教育センター部長

大野 敏和 執行役員

営業本部 アミューズメント部・スポーツレジャー部担当 兼アミューズメント部長

佐藤 光保 執行役員

営業本部 プロパティ管理部・ミーツポート部・ラクーア部担当 兼プロパティ管理部長

菊池 正恒 執行役員

経営本部 新規事業開発室・デジタル戦略部担当 兼デジタル戦略部長

大野 幸男 執行役員

管理本部 財務部担当 兼財務部長


