
 
2012年 1月 11日 

 

組織変更および人事異動のお知らせ 
 
 

以下の通り、組織変更および人事異動を行いますのでお知らせいたします。 
 
 
 

記 
 

 
【組織変更】  

※実施日：2012年 1月 18日（水） 
 

 
１ ．販売本部 
エスパ（全 3店舗）をイトーヨーカドーに名称変更し、アリオ・エスパグループ   
から大型グループへ移管する。 

 
   エスパ昭島店             イトーヨーカドー昭島店 

エスパ我孫子店            イトーヨーカドー我孫子店 
エスパ川崎店             イトーヨーカドー川崎店 
イトーヨーカドー我孫子店       イトーヨーカドー我孫子南口店 

名称変更 

 
 
２ ．商品本部 
衣料 DB部・住居 DB部を統合し、新たに「DB事業部」を設置する。 
商品事業部との独立性を明確にし、商品の数量決定と店品揃え適正化を一層強化して、 
衣料・住居の営業利益の改善を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 1 -



 - 2 -

 
【人事異動】 

※実施日：2012年 1月 18日（水） 
 
＜部長クラス＞ 

氏  名 新  職 旧  職 

鈴木 隆一 DB事業部長 
（衣料DB担当 GM 兼務） 衣料DB部 GM 

井上 修延 DB事業部 住居DB担当 GM 住居DB部 GM 

石渡 雅一 大型グループ リーダー 北海道グループ リーダー 

八木 健司 標準西グループ リーダー 大型グループ リーダー 

長坂 浩行 北海道グループ リーダー 赤羽店 SM 

青山  稔 東北グループ リーダー 石巻あけぼの店 SM 

大谷 光生 RE部 GM RE部 マネジャー 

八代 孝一 紳士衣料部 SMD 紳士衣料部 CBY 

大川  剛 ハウスキーピング部 SMD ハウスキーピング部 CBY 

早田 義浩 鮮魚部 SMD 東北グループ リーダー 

梶川 貴司 企画室 GM 企画室 マネジャー 

高橋 三伸 八尾店 SM 標準西グループ リーダー 

岡村 三省 四つ木店 SM 紳士衣料部 SMD 

山田 啓之 ㈱ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 出向 松戸店 SM 

長島 義彦 鷲宮店 SM 加古川店 SM 

五十嵐 秋雄  久喜店 SM 宇都宮店 SM 

中川 裕一 津田沼店 SM 北見店 SM 

佐竹 洋介 昭島店 SM 五所川原店 SM 
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白田 妙一 我孫子店 SM エスパ我孫子店 SM 

加藤 盛行 赤羽店 SM 葛西店 SM 

染野 泰司 葛西店 SM 食品館ららぽーと新三郷店 
SM 

大橋 一範 川崎店 SM  エスパ川崎店 SM 

早乙女 渡 浦和店 SM  帯広店 SM 

中野 和浩 坂戸店 SM  豊橋店 SM 

城後 光志 松戸店 SM  ザ・プライス蕨店 SM 

山地 健太郎 綾瀬店 SM  北砂店 副店長 

今村 一晴 和光店 SM  知多店 SM 

奥村 広美 亀有駅前店 SM  藤沢店 副店長 

片桐 貞典 南大沢店 SM  仙台泉店 SM 

原澤 晃生 能見台店 SM  南松本店 SM 

東井 保典 秦野店 SM  広畑店 副店長 

鵜澤  功 我孫子南口店 SM  津田沼店 副店長 

成岡 宏幸 田無店 SM  橋本店 副店長 

牧野 英一 食品館本牧店 SM  武蔵小金井店 副店長 

嶌田 直人 食品館ららぽーと新三郷店 
SM  アリオ上田店 副店長 

秦野 勝彦 北見店 SM  曳舟店 副店長 

村田  浩 帯広店 SM  田無店 SM 

播磨 賢治 仙台泉店 SM  津田沼店 SM 

飯塚 正人 石巻あけぼの店 SM  四ツ木店 SM 

坂井 昭夫 五所川原店 SM  東大和店 副店長 
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山崎 康三 南松本店 SM  松本店 副店長 

花山  隆 宇都宮店 SM  能見台店 SM 

渡邉 俊介 豊橋店 SM  刈谷店 副店長 

若杉  学 加古川店 SM  食品館本牧店 SM 

村山 直幸 知多店 SM  エスパ昭島店 SM 

山内  智 
現職のまま、 
中京・関西グループ 
サブリーダー 兼務 

岡山店 SM 

相野谷 弥起男 尾張旭店 SM 小山店 副店長 

矢作 貴司 ザ・プライス蕨店 SM 深谷店 副店長 

 
（注記） SMD：シニアマーチャンダイザー、GM：総括マネジャー、 

SM：ストアマネジャー、CBY：チーフバイヤー         
以上 

 
 
 

 


