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機構改革及び人事異動について 
 
当社は下記の通り、機構改革及び人事異動を実施致しますのでご案内申し上げます。 
  
１．機構改革（２月２２日付） 
①営業・商品統括本部組織下の営業推進本部を廃止する。 
②営業・商品戦略を迅速に実行するため、営業本部組織下の秋田営業部、山形営業部、青森・秋北営業部をそれぞれ秋

田事業部、山形事業部、青森事業部へ改称する。 
③青森事業部組織下の秋北地区を秋田事業部組織下に配置する。 
④山形事業部組織下の山形南第１地区と山形南第 2 地区を統合し、山形南地区へ改称する。 
⑤営業力強化のため、営業・商品統括本部組織下にストアオペレーション統括部を新設し、同組織下にストアオペレー

ション部、生鮮トレーニング部、接客訓練課を配置するとともに、新店開設を成功に導くため、ストアオペレーショ

ン部組織下に新店サポートチームを新設する。 
⑥営業力強化のため、営業本部組織下に新業態推進プロジェクトを配置し、店舗活性化を図る。 
⑦営業本部組織下に営業企画部、ＣＳ・お客さまサービス部を配置する。 
⑧現場の商品力強化のため、商品本部組織下に秋田、山形、青森の各エリアにスーパーバイザーを配置する。 
⑨秋田・山形開発部と青森・岩手開発部を統合し、開発部へ改称する。 
⑩開発管理部組織下にＳＣ管理課を新設する。 

 
２．役員人事（２月２２日付） 
【新  職】               【旧  職】          【現職・変更なし】 【氏 名】 
営業・商品統括本部 商品本部長      営業・商品統括本部 営業本部長   常務取締役   佐藤 忠美 
経営監査室     室長         営業本部 秋田営業部長        取締役    遠藤 康博 
営業本部      秋田事業部長     営業・商品統括本部 営業推進本部長  取締役    小林 大介 
商品本部      コーディネーター   営業・商品統括本部 商品本部長    取締役    髙田 典也 

兼秋田ｴﾘｱＳＶﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
 
３．一般人事（２月２２日付） 
【新  職】                【旧  職】                   【氏 名】 
営業本部      青森事業部長      営業本部        青森・秋北営業部長    加藤 久誠 
営業本部      山形事業部長      営業本部        山形営業部長       二階堂 智 
営業・商品統括本部 ｽﾄｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括部長   人事総務本部      総務部長          松田 豊臣 

兼ｽﾄｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部長                    
ｽﾄｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括部  生鮮ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ部長     営業本部        生鮮ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ部長      村上 尚人 
開発本部      開発部長           開発本部        秋田・山形開発部長    会田 利雄 
商品本部      青森ｴﾘｱＳＶﾏﾈｰｼﾞｬｰ   秋田営業部       秋田中央地区長      杉沼 光彦 
商品本部      山形ｴﾘｱＳＶﾏﾈｰｼﾞｬｰ   商品本部        コーディネーター     工藤 政勝 
 
人事総務本部    総務部長        内部統制ｼｽﾃﾑ構築委員会事務局              丹羽 和人 

兼内部統制ｼｽﾃﾑ構築委員会事務局 



山形事業部     庄内地区長       営業推進本部      ｽﾄｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部長      竹内 章 
山形事業部     山形南地区長      山形営業部       山形南第 2 地区長     池田 修 
秋田事業部     秋北地区長       山形営業部       山形南第 1 地区長     守屋 清 
秋田事業部     秋田中央地区長     大曲飯田店       店長           加藤 隆行 
秋田事業部     ＣＳＭ秋田地区長    営業本部        ＣＳＭ秋田地区長     相馬美津江 

兼協和店店長 
開発部       青森開発課長      青森・岩手開発部    青森・岩手開発課長    津島 哲治 
開発部       秋田・岩手開発課長   秋田・山形開発部    秋田開発課長       新見 勝 
開発管理部     ＳＣ管理課長      建設部         建設課長         戸田 鉄雄 
建設部       建設課長        開発本部        建設部          加藤 圭輔 
経営管理本部    財務内部統制担当    新西目店        店長           郷右近雅寛 
          
ｽﾄｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部      新店ｻﾎﾟｰﾄﾘｰﾀﾞｰ     東根温泉店       店長            横山 孝一 
ｽﾄｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部    接客訓練課長       CS・お客さまｻｰﾋﾞｽ部  接客訓練課長        大窪 好子 
 
にかほ店      店長          山形営業部       庄内地区長        堀 けい子 
十文字南店     店長          矢島店         店長           松田 芳明 
大曲飯田店     店長          武道島店        店長           加藤 秀市 
武道島店      店長          飯島店         店長           柴田 純悦 
新西目店      店長          天王店         店長           菅原 力 
飯島店       店長          総合企画室       課長           本間 達也 
矢島店       店長          平田店         店長           高橋 勝彦 
天王店       店長          大館南店        副店長          三浦 健二 
小坂店       店長          安原店         副店長          坂本 浩一 
たかのす店     開設委員長       青森・秋北営業部    秋北地区長               児玉 光昭 
大曲福田店     開設委員長       十文字南店       店長           佐藤 良司 
安原店       店長          八戸城下店       店長           江刺家弘美 
八戸城下店     店長          黒石店         店長           野村 智 
むつ中央店     店長          幸畑店         店長           柏崎 要 
野辺地店      店長          むつ中央店       店長           冨野 晃 
三沢大町店     店長          野辺地店        店長           成田やゑ子 
幸畑店       店長          浪打店         店長           入江 一草 
浪打店       店長          平内店         副店長          坪谷 幸枝 
黒石店       店長          樋の口店        副店長          山中 政宏 
青森東店      店長          十文字南店       副店長          鈴木 了 
平賀店       開設委員長       安原店         店長           後藤 一彦 
天童店       店長          山形駅西口店      店長           富樫 隆 
山形駅西口店    店長          天童店         店長           生亀 謙一 
東根温泉店     店長          にかほ店        店長           疋嶋 正明 
平田店       店長          小坂店         店長           伊熊 仁 
立川店       店長          羽黒店         店長           佐藤きみ子 
羽黒店       店長          立川店         店長           石井 幸子 
真室川店      店長          鶴岡南店        副店長          本間 慎弥 
あつみ店      開設委員長       米沢駅前店       副店長          櫻井 俊直 

      

以上 


