
2013年 1月 9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：2013年 1月 16日（水） 
 
◆ 組織改変の狙い 
・ 買い手市場に適合した上質な店づくり・商品づくりを進めるための体制を構築する。 
・ 地域や形態による店舗特性を活かした営業体制強化のため、店舗グループ単位での  

ビジネスモデル構築を推進する。 
・ 競争力の基礎である教育の充実を図り、顧客満足度の向上と企業体質強化を進める。 

 
１． 教育関連部門の統合 
・ 複数部門に存在する教育関連機能を統合し、基礎教育と技能教育の両面から人材の活性化を 

進めるとともに、パートナー社員の戦力化の推進をサポートする。 
・ トレーナー部、人事部教育担当、店舗サポート部作業改善担当、企画室トレーニング担当を統合

し、独立組織として「教育推進室」を設置する。 
・ 教育推進室内に「人材育成部」と「教育訓練部」を設置する。 

 
２． 関西事業部・中京グループの設置 
・ 中京・関西地域の営業体制を強化し、店舗の利益改善を進めるため、新たに「関西事業部」を  

設置し、営業面・管理面ともに独立性を持って運営にあたる。 
・ 現在の中京・関西グループのうち、関西・山陽地域の 12 店舗は関西事業部に移管し、中京地域
の 8店舗は、「中京グループ」として運営する。 

・ アリオグループに属するアリオ八尾、アリオ鳳の商品政策については、その地域特性を活かし、

仕入れ機能を関西事業部に移管する。 
・ DB 事業部の衣料地域 DB・住居地域 DB に所属する関西担当と、食品事業部の食品地域 MD
に所属する関西担当・山陽担当を、関西事業部の「商品担当」として移管する。 

 
３． 食品館グループの設置 
・ 小型 SM プロジェクトを「食品館グループ」に名称変更し、現在、小型グループに所属する食品特

化の 5店舗を、食品館グループに移管する。 
・ 店舗運営・商品・開発の総合チームとして、それぞれの役割・機能を一層強化したうえで、食品館

の業態開発を進め、今後の積極的な展開を推進する。 
 
４． ロフトFC部の設置 
・ イトーヨーカドー店舗内における「ロフト」のフランチャイズ展開を進める役割を明確にするため、 

住居事業部の住居新開発プロジェクトを、「ロフト FC部」に名称変更する。 
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〈人事異動〉 ＊実施日：2013年 1月 16日（水） 
 
＜役員クラス＞ 

氏  名 新  職 旧  職 

福田 秀人 執行役員 食品館グループ リーダー 執行役員 
食品事業部 副事業部長 

近藤 悦啓 執行役員 店舗開発室長 執行役員 社長付 

 
＜部長クラス＞ 

氏  名 新  職 旧  職 

鈴木 隆一 関西事業部長 DB事業部長 

赤井 可尚 DB事業部長 
（衣料DB担当 GM 兼務） 営業企画部GM 

泉井 清志 教育推進室長 企画室 GM 

小泉 真司 お客様相談室 GM 店舗開発室長 

陸川 徹 企画室 GM トレーナー部長 

吉田 憲二 大型グループ リーダー 大井町店 SM 

飯沼 貴宏 中京グループ リーダー 中京・関西グループ リーダー

加藤木 哲也 食品館グループ GM 
（開発担当 GM 兼務） 小型SMプロジェクト リーダー

碓井 雅人 食品館グループ 商品担当 SMD 小型SMプロジェクト SMD 

河西 博文 趣味雑貨部 SMD あんしんサポート部 SMD 

木村 勝 ロフトFC部 SMD 住居新開発プロジェクト 
サブリーダー 

井出 敬一 加工食品部 SMＤ 加工食品部 CBY 

大築 貴子 惣菜部 SMD 惣菜部 CBY 

篠崎 正詞 物流運営管理部 GM 埼玉センター 副CM 

田代 和則 人材育成部 GM トレーナー部 GM 

川村 宏 教育訓練部 GM トレーナー部 GM 
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内田 民生 アリオ小杉プロジェクト 推進リーダー 亀有店 SM 

石渡 雅一 国領店 SM 大型グループ リーダー 

齋藤 智博 食品館王子店 SM 八尾店 副店長 

大鷲 広行 食品館石神井公園店 SM 湘南台店 副店長 

安藤 光治 市原店 SM 幕張店 SM 

岩野 秀之 蘇我店 SM 平店 SM 

中村 昭一 亀有店 SM 国領店 SM 

玉井 省司 橋本店 SM 静岡店 SM 

山内 智 我孫子店 SM 岡山店 SM 

斉藤 康 赤羽店 SM 小岩店 SM 

大畑 信之 大井町店 SM 湘南台店 SM 

長田 哲 幕張店 SM 津久野店 SM 

田伏 浩二 湘南台店 SM 大船店 SM 

宮内 誠 錦町店 SM 古河店 SM 

戸崎 聡 大宮宮原店 SM 拝島店 SM 

尾鷲 一郎 大森店 SM 郡山店 SM 

鮎田 陽代 三郷店 SM ザ・プライス滝山店 SM 

河野 登美夫 竹の塚店 SM 三郷店 SM 

関 味早 小岩店 SM 高砂店 副店長 

石川 昭雄 拝島店 SM 大井町店 副店長 

兼山 淳 東大和店 SM たまプラーザ店 SM 

地引 正美 沼津店 SM 草加店 副店長 

永村 京介 たまプラーザ店 SM 武蔵境店 副店長 
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坂口 純 大船店 SM 沼津店 SM 

山﨑 武彦 静岡店 SM 北砂店 副店長 

米澤 照江 川崎港町店 SM 刈谷店 SM 

安藤 かおり 田無店 SM 上尾店 副店長 

菅原 康則 屯田店 SM 橋本店 SM 

足立 和壇 平店 SM 仙台泉店 副店長 

野中 雅晴 古河店 SM 久喜店 副店長 

山田 敏弘 郡山店 SM 郡山店 副店長 

宮原 清人 石巻あけぼの店 SM 錦町店 SM 

阪本 進太郎 刈谷店 SM 新百合ヶ丘店 副店長 

日野 敦 柳津店 SM 竹の塚店 SM 

黒崎 淳 浜松宮竹店 SM 八王子店 副店長 

鈴木 啓一朗 ザ・プライス川口店 SM 北砂店 副店長 

生天目 ひろみ ザプライス滝山店 SM 上福岡東店 副店長 

成岡 宏幸 岡山店 SM 田無店 SM 

末浪 健一 東大阪店 SM 亀有店 副店長 

田中 徳子 津久野店 SM あべの店 副店長 

佐藤 博之 杉戸センター CM 杉戸センター 副CM 

星野 浩良 埼玉センター CM 杉戸センター CM 

玉林 明敏 埼玉宅配センター CM 埼玉センター CM 

 
（注記） SMD：シニアマーチャンダイザー、GM：総括マネジャー、SCO：シニアコントローラー、

SM：ストアマネジャー、CM：センターマスター、CBY：チーフバイヤー 
以 上 
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