
 
 
 
 
 

平成 22年 6月 18日 
 
＜報道関係各位＞ 

役員の異動に関するお知らせ 

 
株式会社ホテルオークラ 

 
株式会社ホテルオークラ（本社：東京都港区、代表取締役社長：荻田 敏宏）は、 

平成 22年 6月 18日付けで、下記の役員の異動を行いましたのでお知らせいたします。 
 

記 
1. 役員の異動 

氏  名 新  職 旧  職 
大倉 喜彦 取締役会長 取締役 
折戸 利充 常勤監査役 執行役員 
三木 繁光 監査役 （新任） 
松井 幹雄 特別相談役 代表取締役会長 
丸尾 寛治 顧問 常勤監査役 
 

 

2. 退任 

氏  名 新  職 旧  職 
西川 紀行 （退任） 顧問 
高橋 善和 （退任） 顧問 

 
以上 



 
3．株式会社ホテルオークラ 役員および執行役員体制（平成 22 年 6 月 18 日付） 

 
取締役 

取締役会長（非常勤）大倉 喜彦       取締役（非常勤） 小川 矩良 
代表取締役社長    荻田 敏宏       取締役（非常勤） 西本 克彦 
代表取締役副社長  五島 重彰       取締役（非常勤） ﾏﾙｾﾙ･ﾌｧﾝ･ｱﾙｽﾄ 
取締役（非常勤）  森田富治郎       取締役（非常勤） 清原 當博 
取締役（非常勤）  牛尾 治朗         取締役（非常勤） 小泉 哲司 
取締役（非常勤）  宇野 郁夫       取締役（非常勤） 中田  穰 
取締役（非常勤）  高木  茂       取締役（非常勤） 後藤 建二 
取締役（非常勤）  松下 正幸 
 
監査役 

常勤監査役      折戸 利充        監査役      齋藤  宏 
監査役      岡田 明重        監査役      三木 繁光 
 
執行役員 

専務執行役員   小川 矩良        執行役員     原田  肇 
常務執行役員   西本 克彦        執行役員     高麗 積克 
常務執行役員   ﾏﾙｾﾙ･ﾌｧﾝ･ｱﾙｽﾄ       執行役員     石垣  聡 
常務執行役員   清原 當博        執行役員     加藤 雅一 
常務執行役員   平岩孝一郎        執行役員     門脇 五郎 
上席執行役員   小泉 哲司        執行役員     池田 正己 
上席執行役員   中田  穰        執行役員     正岡 久光 
上席執行役員   後藤 建二        執行役員     秋山 清文 
上席執行役員   梁  樹能        執行役員     黒川振一郎 
執行役員     久保 雅人        執行役員     成瀬 正治 
執行役員     田口 昌男         
 
相談役 

特別相談役      松井 幹雄         
 
顧問 

顧問       守屋 勝利        顧問       徳安 弘明 
顧問       根岸 規雄        顧問       大庭 巖 
顧問       丸尾 寛治  

 

 

 

 



 

4. おもな新任役員の略歴 

略  歴 

 
役  職  名  株式会社ホテルオークラ 取締役会長 
氏     名  大倉 喜彦（おおくら よしひこ） 
生 年 月 日  昭和 14年 4月 22日生 
昭和 37年 04月  大倉商事株式会社 入社 
平成 02年 06月  大倉商事株式会社 取締役 
平成 06年 06月  大倉商事株式会社 常務取締役 
平成 07年 06月  株式会社ホテルオークラ 監査役 
平成 07年 06月  中央建物株式会社 取締役 
平成 08年 06月  大倉商事株式会社 代表取締役専務取締役 
平成 10年 06月  大倉商事株式会社 代表取締役社長 
平成 11年 12月  財団法人大倉文化財団 理事・大倉集古館館長（現任） 
平成 12年 06月  株式会社リーガルコーポレーション 監査役（現任） 
平成 12年 06月  西戸崎開発株式会社 取締役（現任） 
平成 13年 06月  株式会社ホテルオークラ 取締役（現任） 
平成 13年 06月  株式会社ニッピ 監査役（現任） 
平成 13年 09月  株式会社ホテルオークラ新潟 取締役（現任） 
平成 14年 06月  学校法人東京経済大学 理事（現任） 
平成 14年 06月  中央建物株式会社 取締役社長（現任） 
平成 15年 04月  学校法人関西大倉学園 理事（現任） 
平成 19年 04月  特種東海ホールディングス株式会社 監査役（現任） 
平成 22年 06月  株式会社ホテルオークラ 取締役会長 就任 
 
 
役  職  名  株式会社ホテルオークラ 常勤監査役 
氏     名  折戸 利充（おりと としみつ） 
生 年 月 日  昭和 24年 7月 11日生 
昭和 47年 04月  大成観光株式会社（現 株式会社ホテルオークラ）入社 
平成 13年 10月  株式会社ホテルオークラ 事業部長 
平成 16年 04月  株式会社ホテルオークラ東京 執行役員 
平成 16年 06月  株式会社ホテルオークラ 執行役員 
平成 17年 06月  株式会社ホテルオークラ東京 取締役 
平成 18年 06月  株式会社ホテルオークラ東京 常務取締役 
平成 19年 06月  株式会社ホテルオークラ札幌 代表取締役社長 
平成 22年 06月  株式会社ホテルオークラ 常勤監査役 就任 
 
 
 



 
役  職  名  株式会社ホテルオークラ 監査役 
氏     名  三木 繁光（みき しげみつ） 
生 年 月 日  昭和 10年 4月 4日生 
昭和 33年 04月  株式会社三菱銀行 入行 
昭和 61年 06月  株式会社三菱銀行 取締役業務本部法人第二部長 
平成 元年 06月   株式会社三菱銀行 常務取締役 
平成 06年 06月  株式会社三菱銀行 専務取締役 
平成 08年 04月  株式会社東京三菱銀行 専務取締役 
平成 09年 05月  株式会社東京三菱銀行 副頭取 
平成 12年 06月  株式会社東京三菱銀行 頭取 
平成 13年 04月  株式会社三菱東京フィナンシャルグループ 取締役社長 
平成 16年 06月  株式会社三菱東京フィナンシャルグループ 取締役会長 
平成 17年 10月  株式会社三菱 UFJフィナンシャルグループ 取締役 
平成 18年 01月  株式会社三菱東京 UFJ銀行 取締役会長 
平成 20年 04月  株式会社三菱東京 UFJ銀行 相談役 
平成 22年 04月  株式会社三菱東京 UFJ銀行 特別顧問（現任） 
平成 22年 06月  株式会社ホテルオークラ 監査役 就任 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本件に関するお問い合わせ先 
株式会社ホテルオークラ 
営業部 販売企画・広報課  

五十嵐／小林 
TEL03-5408-6861 FAX：03-5408-0628 


