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2014年 1月 8日 

 

組織改編・人事異動のお知らせ 
 

以下の通り、組織改編と人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

 

＊実施日：2014年 1月 15日（水） 

 

記 

 

■組織改編 
 

１．「オムニチャネル推進室」を新設 

・商品本部のネット推進室を名称変更し、「オムニチャネル推進室」を新設 

・セブン&アイ・ホールディングス全体のオムニチャネル戦略のもと、グループ各社との連携を

取りながら、イトーヨーカ堂としての取り組みを企画立案し、実行を推進 

 

２．衣料・住居事業部に「新商品開発部」を新設 

・衣料品、住関連品のMD改革推進のため、各事業部内に「新商品開発部」を新設 

・プライベートブランド商品開発における企画から生産、販売を一気通貫で改革体制を強化 

 

３．住居事業部の部門再編 

・あんしんサポート、ホームセンター、ロフト FC から構成される住居専門店組織を、「住居専門

店部」として統合 

・SPA強化のため、住居開発担当の商品開発機能を分割し、「住居 SPA推進部」を新設 

・同様に、衣料事業部の専門店部、SPA推進室についても、「衣料専門店部」、「衣料 SPA推進室」

にそれぞれ名称変更 

 

４．「バイヤー（BY）」を「マーチャンダイザー（MD）」へ名称変更 

・価値ある商品開発を一層推進するため、BY を MD に名称変更し、マーケットを捉えながら  

仮説・検証を繰り返す業務の徹底を再構築 

 

５．「ダイバーシティ推進プロジェクト」の設置 

・多様な人材が活躍できる会社を目指し、特に女性の登用を一層推進していくため、人事室に  

「ダイバーシティ推進プロジェクト」を新設 

 

 

■人事異動 
 

＜役員クラス＞ 

氏  名 新  職 旧  職 

塘  邦夫 
執行役員 

住居事業部長 
住居事業部長 

横倉 安光 
執行役員  

食品事業部長 
食品事業部 副事業部長 
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＜部長クラス＞ 

氏  名 新  職 旧  職 

西川 正司 

衣料新商品開発部 

チーフプロデューサー 
（住居新商品開発部 

    チーフプロデューサー 兼務） 

衣料事業部 

藤井 泰彦 埼玉ゾーン ゾーンマネジャー 
専門店部 

シニアマーチャンダイザー 

久保田 行雄 千葉ゾーン ゾーンマネジャー 四街道店 ストアマネジャー 

丸山 哲郎 東北・信越ゾーン ゾーンマネジャー 小田原店 ストアマネジャー 

高橋  信 
オムニチャネル推進室 

総括マネジャー 
ネット推進室 総括マネジャー 

服部  功 
オムニチャネル推進室 

総括マネジャー 
ネット推進室 総括マネジャー 

水本 忠士 ロス削減プロジェクト リーダー 埼玉ゾーン ゾーンマネジャー 

平野 康彦 
衣料専門店部 

シニアマーチャンダイザー 
専門店部 チーフバイヤー 

山幡 耕司 
住居専門店部 

シニアマーチャンダイザー 

住居事業部 専門店担当 

シニアマーチャンダイザー 

西田  元 住居SPA推進部 総括マネジャー 住居開発担当 マネジャー 

大澤 幸弘 QC室 食品担当 総括マネジャー 海外部 マネジャー 

田中 弘樹 勤労厚生部 総括マネジャー 人事部 マネジャー 

内田 民生 
新武蔵小杉店 ストアマネジャー 

（ｱﾘｵ小杉ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 兼務） 
アリオ小杉プロジェクト リーダー 

飯沼 貴宏 立場店 ストアマネジャー 千葉ゾーン ゾーンマネジャー 

山田 祥男 久喜店 ストアマネジャー QC室 総括マネジャー 

青山  稔 八千代店 ストアマネジャー 
東北・信越ゾーン 

ゾーンマネジャー 

播磨 賢治 上尾店 ストアマネジャー 仙台泉店 ストアマネジャー 
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菅  哲也 北砂店 ストアマネジャー 上尾店 ストアマネジャー 

高塚  均 アリオ上田店 ストアマネジャー 立場店 ストアマネジャー 

南  信久 鷲宮店 ストアマネジャー 北砂店 ストアマネジャー 

長島 義彦 仙台泉店 ストアマネジャー 鷲宮店 ストアマネジャー 

堤  育代 高砂店 ストアマネジャー 新田店 ストアマネジャー 

河田 靖彦 四つ木店 ストアマネジャー 販売本部 

田島 祐樹 東久留米店 ストアマネジャー 販売本部 

市村 理恵 武蔵小金井店 ストアマネジャー 高砂店 ストアマネジャー 

佐々木 毅 古淵店 ストアマネジャー 甲府昭和店 ストアマネジャー 

春日 芳久 小田原店 ストアマネジャー 小田原店 副店長 

南沢 一幸 川崎店 ストアマネジャー あべの店 ストアマネジャー 

山本 和代 新田店 ストアマネジャー 北砂店 副店長 

宮下 伸一 上福岡東店 ストアマネジャー アリオ上田店 ストアマネジャー 

吉田 博之 八柱店 ストアマネジャー 鷲宮店 副店長 

大久保 和美 竜ケ崎店 ストアマネジャー 古淵店 ストアマネジャー 

山田 功二 四街道店 ストアマネジャー 武蔵小金井店 ストアマネジャー 

山本 雄二 琴似店 ストアマネジャー 八柱店 ストアマネジャー 

岡村 三省 長野店 ストアマネジャー 四つ木店 ストアマネジャー 

大橋 一範 知多店 ストアマネジャー 川崎店 ストアマネジャー 
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大場 孝幸 甲府昭和店 ストアマネジャー 東久留米店 ストアマネジャー 

須賀 秀人 あべの店 ストアマネジャー 食品館倉敷店 ストアマネジャー 

藤井  禎 食品館倉敷店 ストアマネジャー 木場店 副店長 

 

以 上 

 


