
        
 

平成 27 年 5 月 27 日 

各  位 

 

 会 社 名 株式会社ドトール・日レスホールディングス 

 代 表 者 名 代表取締役社長  星野 正則 

   （コード番号 3087 東証第 1 部） 

 問合わせ先 常務取締役 木高 毅史 

  （TEL：０３－５４５９－９１７８） 

 

グループ会社の取締役人事に関するお知らせ 

 

ドトール・日レスホールディングスでは、本日開催の当社グループ会社の定時株主総会において、

下記のとおり、グループ会社取締役の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

1. 日本レストランシステム株式会社 

（1） 昇任取締役 

専務取締役 長沼 敏之 （旧 常務取締役） 

専務取締役 木高 毅史 （旧 常務取締役） 

常務取締役 天間 靖之 （旧 取締役） 

常務取締役 宮島  忠  （旧 取締役） 

2. Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー株式会社 

（1） 新任取締役 

取締役  菅野 吉幸 （旧 商品開発部 部長） 

（2） 退任取締役 

持田 一彦 （旧 取締役） 

3. 異動予定日 

平成 27 年 5 月 27 日 

 

以上 

 

 

（参考） 

【ドトール・日レスホールディングス取締役体制一覧（平成 27 年 5 月 27 日時点）】 

 

【株式会社ドトール・日レスホールディングス】 

  役  職 氏 名  重 要 な 兼 職 の 状 況 

代表取締役会長 山内  実 日本レストランシステム㈱代表取締役社長 

代表取締役社長 星野 正則 ㈱ドトールコーヒー代表取締役会長 

  ㈱サンメリー代表取締役会長 

  Ｄ＆Ｎカフェレストラン㈱代表取締役社長 

  Ｄ＆Ｎインターナショナル㈱代表取締役社長 

常務取締役 木高 毅史 日本レストランシステム㈱専務取締役管理本部長 

常務取締役 稲森 六郎 ㈱ドトールコーヒー常務取締役ＤＣＳ統括本部長 



        
  Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー㈱代表取締役社長 

  ㈱サンメリー代表取締役社長 

取締役 大林 豁史 日本レストランシステム㈱代表取締役会長 

取締役 鳥羽  豊 ㈱ドトールコーヒー代表取締役社長 

取締役 青木 幸隆 ㈱ドトールコーヒー取締役 DCS 直営事業本部長 

取締役 橋本 邦夫 Ｄ＆Ｎインターナショナル㈱取締役 

取締役 五味 淳吾  

取締役 河野 雅治  

監査役 郷井 義郎  

監査役 宮林 哲夫  

監査役 梶川  浩  

監査役 吉島 重鐵  

 

 

 【㈱ドトールコーヒー】  【日本レストランシステム㈱】  

 代表取締役会長 星野 正則 代表取締役会長 大林 豁史 

 代表取締役社長 鳥羽  豊 代表取締役社長 山内  実 

 常務取締役 稲森 六郎 専務取締役 長沼 敏之 

 取締役 青木 幸隆 専務取締役 木高 毅史 

 取締役 落合 清貴 常務取締役 矢澤 宣明 

 取締役 山内  実  常務取締役 天間 靖之 

 取締役 菅野 眞博 常務取締役 宮島  忠 

 取締役 竹林 基哉 取締役 星野 正則 

 監査役 宮林 哲夫 取締役 合田 知代 

   監査役 郷井 義郎 

 【Ｄ＆Ｎコンフェクショナリー㈱】  

 代表取締役会長 大林 美重子 【Ｄ＆Ｎカフェレストラン㈱】 

 代表取締役社長 稲森 六郎 代表取締役社長 星野 正則 

 取締役 菅野 吉幸 取締役 大林 豁史 

 取締役 合田 知代 取締役 西田 一郎 

 取締役 広瀬 公三 取締役 東泉  徹 

 監査役 郷井 義郎 監査役 郷井 義郎 

 監査役 宮林 哲夫 監査役 宮林 哲夫 

    

 【㈱サンメリー】 【Ｄ＆Ｎインターナショナル㈱】 

 代表取締役会長 星野 正則 代表取締役社長 星野 正則 

 代表取締役社長 稲森 六郎 取締役 大林 豁史 

 取締役副社長 長沼 敏之 取締役 木高 毅史 

 取締役 大林 豁史 取締役 橋本 邦夫 

 監査役 郷井 義郎 取締役 坂井 健悟 

 監査役 宮林 哲夫 監査役 郷井 義郎 

   監査役 宮林 哲夫 

以上 


