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春秋航空日本の社長の交代について(3 月 30 日以降)
株主推薦及び取締役会確認を経て、下記のとおり 2018 年 3 月 30 日以降の社⻑の交代について決定いたし
ましたので、お知らせいたします。（2018 年 3 月 30 日開催予定の当社株主総会での取締役選任、総会終了後
の取締役会における承認を前提といたします。）
安全運航を大前提とした快適で低価格な空の旅を皆様にご提供することにより、新たな需要を喚起し訪日需要
の拡大等に貢献できるよう、新社⻑の下、全社員が一丸となって取り組んで参ります。
記
１．異動の理由
安全体制を建て直し、経営体制の強化充実を図ります。
２．異動の内容
氏名

役職

樫原 利幸 (かしはら としゆき)

代表取締役社⻑

※現代表取締役の鵜飼博は、2018 年 3 月 30 日付けで退任となります。
3. 異動日
平成３０年 3 月 30 日付

以 上

航空券のご予約・お問合せは
✈Spring Japan コールセンター✈
【電話】0570-666-118（ナビダイヤル・有料）
【営業時間】 09：00～17：30（年中無休）

http://jp.ch.com/
＜リリースに対するお問合せ先＞
Spring Japan TEL：070－4576－9453
pr@jp.springairlines.com

（添付）
【新任代表取締役社⻑の略歴】
氏 名

かしはら としゆき
樫原 利幸

生年月日

昭和２７年１１月７日（６５歳）

出 身 地

北海道

略 歴
昭和 49 年 7 月

航空大学校 卒業

昭和 49 年 8 月

日本航空株式会社 入社

平成 12 年 7 月

B747 運航乗員部主席

平成 15 年 4 月

運航部副部⻑

平成 18 年 3 月

運航部⻑

平成 21 年 4 月

運航安全推進室⻑

平成 22 年 2 月

株式会社ジェイエア代表取締役副社⻑

平成 23 年 12 月

ジェットスター・ジャパン株式会社 訓練審査部⻑代理

平成 25 年３月

スカイマーク株式会社 A380 A330 B737 教官

新代表取締役社⻑

樫原新社⻑(左)と王煒会⻑(右)
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(For Immediate Release)

Announcement of SPRING AIRLINES JAPAN CO., LTD.

Appointment of President & CEO - March 30, 2018
Spring Airlines Japan Co., Ltd. is pleased to announce the appointment of Toshiyuki KASHIHARA as
President & Chief Executive Officer with effect from March 30, 2018, subject to approval of the
annual general meeting of shareholders on the same day.
Under the new leadership of Kashihara, Spring Airlines Japan is further committed to devote itself
for ensuring the highest level of safety and contribute to boost demand for the China-Japan
tourism with the most pleasant journey at an affordable price.

1. Announcement:
Designation of new President & CEO for strengthening and reestablishing to enhance safety
and the firmer business foundation.
2. President & CEO designee
Name: Toshiyuki KASHIHARA
President & CEO/Representative Director of the Board
(NB: After the annual general meeting of shareholders scheduled on March 30, 2018, Hiroshi
UGAI, the current President & CEO/Representative Director of the Board, will retire from his
position.)
3. Effective Date
March 30, 2018

For further information contact: pr@jp.springairlines.com
Phone: +81-70-4576-9453
http://www.jp.ch.com
SPRING AIRLINES JAPAN CO., LTD.
Reservations & Information
✈Spring Japan Call Center✈
【Phone】0570-666-118 (Toll)
【Business Hours】 09：00～17：30

2018 年 3 月 16 日
春秋航空日本株式会社

春秋航空日本株式会社向各位新闻媒体发布以下通告（即时发布）

春秋航空日本的总裁兼首席执行官的交替任命 – 自 2018 年 3 月 30 日起

春秋航空日本株式会社宣布，自 2018 年 3 月 30 日起，任命樫原利幸为新任总裁兼首席执行
官，并于同日在股东大会上获得批准。
在新任总裁领导下，春秋航空日本将进一步致力于最高的安全运营同时提供低价格和舒适的空中旅
行来满足和促进中日旅游的需求和品质。
1. 总裁交替原因：
以重建和强化安全，经营体制为目的。

2. 新任总裁兼首席执行官
姓名：樫原 利幸（Toshiyuki KASHIHARA）
职位：公司总裁兼首席执行官

（注意：在 2018 年 3 月 30 日举行的年度股东大会之后，现任总裁兼首席执行官鵜飼博
（Hiroshi UGAI）将退任。）

3. 生效日期
2018 年 3 月 30 日

更多信息请联系 pr@jp.springairlines.com
电话：+ 81-70-4576-9453
http://www.jp.ch.com
春秋航空日本株式会社
机票预订和信息查询
✈Spring Japan 呼叫中心✈
【电话】0570-666-118（收费）
【营业时间】09：00〜17：30

