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ANAセールス株式会社 

 

 

 

 

ＡＮＡセールス株式会社は、2018年 4月 1日付で代表取締役社長の選任、組織改正、支店長・部

室長級の人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

 

 

■代表取締役社長 

                 経  歴 

 

氏  名      宮川 純一郎（みやがわ じゅんいちろう） 

生年月日      1961年 9月 11日 

学  歴      1984年 3月  一橋大学 法学部 法律 卒業 

             1989年 7月    国際大学 国際 卒業 

 

 

 

                 職  歴 

 

1984年 4月     全日本空輸株式会社 入社 営業本部福岡支店販売部販売課 

1987年 7月     人事部付 国際大学大学院派遣 

1989年 8月     人事部人事企画課 

1994年 3月     東京空港支店客室部 

1996年 3月     客室本部客室業務部 

1997年 3月     客室本部客室業務部 主席部員 

1999年 4月     人事部 主席部員 

2001年 4月     秘書室 主席部員 

2005年 7月     営業推進本部ネットワーク戦略部 主席部員 

2007年 4月     企画室企画部 主席部員 

2009年 4月     楽天ＡＮＡトラベルオンライン株式会社 代表取締役社長 

2011年 6月     本社企画室企画部 部長 

2014年 4月     ＡＮＡビジネスソリューション株式会社 代表取締役社長 

2016年 4月     全日本空輸株式会社 執行役員 九州支社長、九州・沖縄地区 担当 

          ＡＮＡセールス取締役 

 

■組織改正概要 

・北海道支社 広域販売機能の強化 

 道内の各エリアを、面で捉えた販売体制を構築する為、「販売部 広域販売課」を旭川支店、

釧路支店、支社販売部へ機能移管するとともに、旭川支店を「きた北海道支店」、釧路支店を

「ひがし北海道支店」へ名称変更を行う。 

ＡＮＡセールス株式会社 
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・東京本店 販売計画機能の再編 

 各事案に対しスピーディーに意思決定できる体制を構築する為、「東京本店 販売計画室」の

国内販売計画機能を「第一販売部 販売計画課（新設）」、国際販売計画機能を「第二販売部 国

際旅行販売課（改称）」へ移管する。 

 

・法人販売室 VIPセールス機能の新設 

 企業の VIPセールス機能を強化することを目的に、第一法人販売部に「企業顧客販売課」を新

設する。 

 

・旅行戦略部 新規顧客獲得とリピーター化の推進機能を新設 

 最新のマーケティング技術を活用し、旅行のダイレクト販売を推進させることを目的に「イノ

ベーション戦略課」を新設する。 

 

 

 

■ 人事異動 （支店長・部室長級 2018年 4月 1日付）  

 

氏名 新所属 旧所属 

池田 暢也 経営企画部 広報室 室長 ＡＮＡ（出向） 

堺谷 章五 経理部 部長 
販売事業本部 関西支社 第一販

売部 部長 

市野 研哉 
販売事業本部 東京本店 販売計画

室 販売計画部 部長 

販売事業本部 東京本店 販売計

画室 販売計画部 副部長 

山田 浩之 
販売事業本部 東京本店 法人販売

室 法人業務部 部長 

販売事業本部 東京本店 新潟支

店 支店長 

満田 栄一郎 
販売事業本部 東京本店 第二販売

部 部長 

販売事業本部 東京本店 第二販

売部 国際個札販売課 課長 

種村 守之 
販売事業本部 東京本店 顧客販売

部 部長 
ＡＮＡ（出向受入） 

鈴木 宏司 
販売事業本部 東京本店 新潟支店 

支店長 

販売事業本部 東京本店 法人販

売室 法人業務部 副部長 

田島 章人 
販売事業本部 東北支社 庄内支店 

支店長 

旅行事業本部 訪日旅行部 副部

長 

山本 俊樹 販売事業本部 中部支社 副支社長 
販売事業本部 中四国支社 山口

支店 支店長 

杉山 浩也 
販売事業本部 中部支社 静岡支店 

支店長 

旅行事業本部  国内仕入営業部 

副部長 
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小林 正 
販売事業本部 関西支社 第一販売

部 部長 

販売事業本部 北海道支社 販売

部 第一販売課 課長 

五十嵐 修 
販売事業本部 中四国支社 松山支

店 支店長 

販売事業本部 中部支社 静岡支

店 支店長 

山崎 弘揮 
販売事業本部 中四国支社 山口支

店 支店長 
ＡＮＡ（出向受入） 

常木 尚隆 
販売事業本部 九州支社 佐賀支店 

支店長 

販売事業本部 九州支社 販売部 

第一販売課 課長 

山下 照彦 
販売事業本部 九州支社 長崎支店 

支店長 
ＡＮＡ（出向受入） 

渕上 明彦 
販売事業本部 九州支社 宮崎支店 

支店長 
ＡＮＡ（出向受入） 

小田 博之 
販売事業本部 沖縄支社 販売部 

部長 

販売事業本部 九州支社 長崎支

店 支店長 

山田 昌宏 
販売事業本部 沖縄支社 石垣支店 

支店長 
ＡＮＡ（出向受入） 

田中 良基 旅行事業本部 ＷＥＢ販売部 部長 ＡＮＡ（出向受入） 

 


