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セグメントの変更並びに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、下記のとおりセグメントの変更並びに役員人事につ

いて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、取締役候補者につきましては、2022 年５月下旬に開催予定の第 81 期定時株主総会の

決議をもって正式に決定される予定です。 

 

記 

 

１． セグメント変更（2022 年４月１日付） 

当社グループのセグメント経営の効率化を図るため、「健粧品事業セグメント」と「旅行事

業セグメント」を融合し、「ＨＢＴ（Health & Beauty & Travel）事業セグメント」といた

します。これにより、当グループは、通販事業、ソリューション事業、eコマース事業、Ｈ

ＢＴ事業、グループ管轄事業の５つのセグメントでの経営を推進し、事業セグメント内外で

のシナジー発揮により、グループ全体としての企業価値向上を目指してまいります。 

 

 

２． 役員の異動（2022 年４月１日付） 

(1) 取締役の異動（[]内は、事業会社の役職） 

氏名 新役職名 現役職名 

鶴見 知久 

代表取締役社長 
グループオフィサー 
ＣＥＯ兼ＣＯＯ 
ダイレクト事業本部長 
兼務 東京本店長 

代表取締役社長 
健粧品事業ＰＲＳ 
兼務 ダイレクト事業本部長 
兼務 東京本店長 

佐藤 浩明 

取締役副社長 
グループオフィサー 
ＣＳＯ 
ｅコマース事業ＰＲＳ 

取締役副社長 執行役員 
ｅコマース事業ＰＲＳ 
 [株式会社スクロールＲ＆Ｄ 
代表取締役社長] 

小山 優雄 
取締役 
システム統括部長 

取締役 執行役員 
システム統括部長 

山崎 正之 

取締役 
グループオフィサー 
ＣＭＯ 
ソリューション事業ＰＲＳ 
兼務 札幌支店長 

取締役 執行役員 
ソリューション事業ＰＲＳ 
兼務 Ｍ＆Ａ戦略室長 
兼務 札幌支店長 
[株式会社スクロール３６０  
代表取締役社長] 



杉本 泰宣 

取締役 
グループオフィサー 
ＣＡＯ 
グループ管轄事業ＰＲＳ 
兼務 経営統括部長 

取締役 執行役員 
グループ管轄事業ＰＲＳ 
兼務 経営統括部長 

池田 訓清 

取締役 
グループオフィサー 
ＨＢＴ事業ＰＲＳ 
兼務 ダイレクト事業本部 ダイ
レクト事業部 ＳＶＢ推進部長 

取締役 執行役員 
旅行事業ＰＲＳ 
兼務 ダイレクト事業本部 ダイ
レクト事業部 ＳＶＢ推進部長 

勝田 圭三 

取締役 
グループオフィサー 
通販事業ＰＲＳ 
兼務 ダイレクト事業本部 ダイレ
クト事業部長 

取締役 執行役員 
通販事業ＰＲＳ 
兼務 ダイレクト事業本部 ダイレ
クト事業部長 

※執行役員制度は、2022 年 3 月 31 日をもって廃止し、グループオフィサーおよびセグメント 

オフィサー制へ変更いたします。ＰＲＳは、セグメント PRESIDENT の省略名です。 

また、ＣＳＯは、Chief Strategy Officer、ＣＭＯは、Chief M&A Officer、ＣＡＯは 

Chief Administrative Officer の省略名です。 

 

(2) グループオフィサーの異動（[]内は、事業会社の役職） 

氏名 新役職名 現役職名 

西田 耕三 

グループオフィサー 
ソリューション事業ＰＲＳ代行 
[株式会社スクロール３６０ 取
締役社長] 

執行役員 
[株式会社ナチュラム 取締役社
長] 

音羽 裕之 

グループオフィサー 
通販事業ＰＲＳ代行 
兼務 ダイレクト事業本部 ダ
イレクト事業部長代行 

執行役員 
ダイレクト事業本部 ダイレク
ト事業部長代行 

大下 公宝 
グループオフィサー 
eコマース事業ＰＲＳ代行 
[株式会社ＡＸＥＳ 取締役社長] 

執行役員 
[株式会社ＡＸＥＳ 取締役社長] 

實藤 裕史 
グループオフィサー 
ソリューション事業ＰＲＳ代行 
[株式会社もしも 取締役社長] 

執行役員 
[株式会社もしも 取締役社長] 

山下 政彦 

グループオフィサー 
ＣＦＯ 
グループ管轄事業ＰＲＳ代行 
兼務 経営統括部経理・財務担当
部長 

執行役員 
経営統括部経理・財務担当部長 

※ＣＦＯは、Chief Financial Officer の省略名です。 

 

(3) セグメントオフィサーの異動（[]内は、事業会社の役職） 

氏名 新役職名 現役職名 

伊熊 忍 
通販事業セグメントオフィサー 
ダイレクト事業本部 ダイレク
ト事業部 ＳＣＭ統括部長 

執行役員 

ダイレクト事業本部 ダイレク

ト事業部 ＳＣＭ統括部長 



秋元 亮 
通販事業セグメントオフィサー 
ダイレクト事業本部 ダイレク
ト事業部 生協営業部長 

執行役員 

ダイレクト事業本部 ダイレク

ト事業部 生協営業部長 

茅野 一志 

通販事業セグメントオフィサー 

ダイレクト事業本部 ダイレク

ト事業部 事業統括部長 

ダイレクト事業本部 ダイレク

ト事業部 事業統括部長 

高山 隆司 

ソリューション事業セグメント

オフィサー 

[株式会社スクロール３６０ 常

務取締役] 

[株式会社スクロール３６０ 常

務取締役] 

鈴木 康晴 

ソリューション事業セグメント

オフィサー 

[株式会社スクロール３６０ 取

締役] 

[株式会社スクロール３６０ 取

締役] 

大畑 明彦 

ソリューション事業セグメント

オフィサー 

[株式会社スクロール３６０ 取

締役] 

[株式会社スクロール３６０ 執

行役員] 

端 郁夫 

ソリューション事業セグメント

オフィサー 

[株式会社キャッチボール 取締

役社長] 

[株式会社キャッチボール 取締

役社長] 

豊田 啓佑 

ソリューション事業セグメント

オフィサー 

[株式会社もしも 取締役] 

[株式会社もしも 取締役] 

佐藤 俊幸 

ソリューション事業セグメント

オフィサー 

[株式会社もしも 取締役] 

[株式会社もしも 取締役] 

河村 要介 

ソリューション事業セグメント

オフィサー 

[株式会社キャッチボール 取締

役] 

[株式会社キャッチボール 執行

役員] 

齊藤 崇仁 

ソリューション事業セグメント

オフィサー 

[株式会社キャッチボール 取締

役] 

[株式会社キャッチボール 執行

役員] 

馬淵 雅美 

e コマース事業セグメントオフィ
サー 
[株式会社スクロールＲ＆Ｄ 取
締役社長] 

執行役員 

ダイレクト事業本部 ダイレク

ト事業部 商品部長 

及川 信宏 

e コマース事業セグメントオフィ

サー 

大阪支店長 

[株式会社ナチュラム 取締役社

長] 

[株式会社ナチュラム 取締役副

社長] 



三好 尚志 

e コマース事業セグメントオフィ
サー 

[株式会社ミヨシ 代表取締役社

長] 

執行役員 

[株式会社ミヨシ 代表取締役社

長] 

橋本 英浩 

e コマース事業セグメントオフィ

サー 

[株式会社ナチュラム 取締役] 

[株式会社ナチュラム 営業企画

部長] 

山本 理史 

ＨＢＴ事業セグメントオフィサ

ー 

ＨＢＴ事業ＰＲＳ代行 

兼務 福岡支店長 

 [株式会社キナリ 取締役社長] 

 [株式会社豆腐の盛田屋 取締

役社長] 

健粧品事業ＰＲＳ代行 

 [株式会社キナリ 取締役社長] 

土屋 啓一 

ＨＢＴ事業セグメントオフィサ

ー 

[株式会社トラベックスツアーズ 

取締役] 

[株式会社トラベックスツアーズ 

取締役] 

西尾 昌明 

グループ管轄事業セグメントオ

フィサー 

[株式会社スクロールロジスティ

クス 取締役社長] 

[株式会社スクロールロジスティ

クス 取締役社長] 

 

 

３． 役員の異動（2022 年５月下旬予定） 

 

(1) 監査等委員である取締役候補者 

氏名 新役職名 現役職名 

一杉 逸朗 社外取締役（監査等委員） 新 任 

小野 亜希子 社外取締役（監査等委員） 新 任 

 

(2) 退任予定取締役（2022 年５月下旬開催予定の第 81 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定） 

小山 優雄  取締役 

池田 訓清  取締役 

勝田 圭三  取締役 

鈴木 一雄  社外取締役（監査等委員） 

※池田訓清氏、勝田圭三氏は、2022 年 4 月 1 日付にてグループオフィサーに就任予定。 

※鶴見、佐藤、山崎、杉本、村瀬、宮部、宮城氏は取締役重任予定。 

 

 

以 上 


