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機構改革および人事異動について 
 
当社は下記の通り、機構改革および人事異動を実施いたしますのでご案内申しあげます。 
 

１．機構改革（３月２２日付） 

（1）機構改革の主旨 

当社は社会環境の変化に対応するため、機構改革を実施いたします。今般の機構改革によりエリア競争力の 

強化、お客さま満足の実現、経営品質の向上に取り組み、組織運営の効率化を図る新体制を実現します。 

 

（2）機構改革の内容 

【営業組織】 

 ○営業本部を新設する。 

 ○秋田事業部を秋田第一事業部（秋北地区、秋田中央地区）、秋田第二事業部（由利本荘地区、秋田南地区）に 

分割再編する。 

  ○ＣＳＭ運営部組織下の店舗を秋田第二事業部秋田南地区へ移管するとともに、ＣＳＭ運営部を廃止する。 

○フードディスカウント運営部をＤＳ事業部に改称する。 

○営業本部組織下に秋田第一事業部、秋田第二事業部、青森事業部、山形事業部、ＤＳ事業部、営業企画部、 

ドラッグ事業Ｐ/Ｔを配置し、店舗活性化Ｐ/Ｔ、ＣＳＭ改革推進Ｐ/Ｔを新設する。 

 

【商品本部組織】 

○商品本部組織下のフードディスカウント商品部をＤＳ商品部に改称する。 

 

【ストアオペレーション組織】  

○ストアオペレーション統括部を新設し、経営管理本部組織下の物流・ＩＴ統括部の機能を移管する。 

○ストアオペレーション統括部組織下の物流部をストアオペレーション部に改称する。 

○ストアオペレーション部組織下にストアオペレーション課を新設する。 

○コントロール部組織下の商品管理課をストアオペレーション部へ移管する。 

○オペレーション改革部を廃止する。 

○ノンストア事業推進のため、担当を配置する。 

 

【人事総務・開発本部組織】 

○人事総務・開発本部組織下にＣＳ・品質管理統括部を新設し、ＣＳ・お客さまサービス部と店舗経営品質担当 

 の機能を移管する。 

○ＣＳ・品質管理統括部組織下のＣＳ・お客さまサービス部をＣＳ・品質管理部に改称する。 

○ＣＳ・品質管理統括部組織下の店舗経営品質担当を経営品質担当に改称する。 

○技術トレーニング部組織下の接客訓練課をＣＳ・品質管理部へ移管する。 

○人事教育部組織下に技術トレーニング部の機能を移管するとともに、技術トレーニング部を廃止する。 

 

【経営管理本部組織】 

○経営戦略担当を配置する。 



 

２．役員人事（３月２２日付） 

【新  職】              【旧  職】  【変更なし・現職】 【氏  名】 

人事総務・開発本部  

人事総務・開発本部長兼 

内部統制担当兼企業倫理担当 

人事総務・開発本部 

人事総務・開発本部長兼 

人事総務統括部長兼 

内部統制担当兼企業倫理担当 

常務取締役 古澤 準一 

経営管理本部 

経営管理本部長兼 

経営戦略担当 

経営管理本部 

経営管理本部長兼 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ部長 

取締役 橋本 隆 

営業本部      

営業本部長 

青森事業部      

青森事業部長 

取締役 加藤 久誠 

営業本部   

秋田第一事業部長 

秋田事業部      

秋田事業部長 

取締役 小林 大介 

 

 

 

３．一般人事（３月２２日付） 

【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 

営業本部       秋田第二事業部長 ＣＳＭ運営部     ＣＳＭ運営部長 若松 悦男 

営業本部       青森事業部長 人事総務統括部    技術ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ部長 村上 尚人 

営業本部       ＤＳ事業部長 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ運営部  ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ運営部長 片方 光徳 

営業本部       ﾄﾞﾗｯｸﾞ事業Ｐ/Ｔﾘｰﾀﾞｰ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ改革部    ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ改革部長兼 

           ﾄﾞﾗｯｸﾞ事業Ｐ/Ｔﾘｰﾀﾞｰ 

松田 豊臣 

商品本部       ＤＳ商品部長兼 

           ｸﾞﾛｻﾘｰ商品部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

商品本部       ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ商品部長兼 

           ｸﾞﾛｻﾘｰ商品部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

赤尾 昭二 

ｽﾄｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括部   ｽﾄｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統括部長兼 

           ｽﾄｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部長兼 

           ﾉﾝｽﾄｱﾋﾞｼﾞﾈｽ担当 

経営管理本部     物流・ＩＴ統括部長兼 

           物流部長 

柴田 哲也 

人事総務・開発本部  ＣＳ・品質管理統括部長兼 

           経営品質担当 

人事総務統括部    店舗経営品質担当 髙田 典也 

人事総務・開発本部  人事総務統括部長兼 

           人事教育部長 

人事総務統括部    人事教育部長 喚山 賢規 

商品本部       山形ｴﾘｱＳＶﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山形事業部      庄内地区長 竹内 章 

秋田第一事業部    秋北地区長 秋田事業部      由利本荘地区長 佐々木 松雄 

ＣＳ・品質管理統括部 ＣＳ・品質管理部長 人事総務統括部    ＣＳ・お客さまｻｰﾋﾞｽ部長 近藤 信子 

経営管理本部     ｺﾝﾄﾛｰﾙ部長 ｺﾝﾄﾛｰﾙ部       ｺﾝﾄﾛｰﾙ課長 柴山 俊夫 

秋田第二事業部    由利本荘地区長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ新西目店   店長 児玉 光昭 

山形事業部      庄内地区長 秋田事業部      秋北地区長 守屋 清 

営業本部       店舗活性化Ｐ/Ｔﾘｰﾀﾞｰ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ大曲福田店  店長 佐藤 良司 

ｽﾄｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部     物流課長 商品本部       山形ｴﾘｱＳＶﾏﾈｰｼﾞｬｰ 工藤 政勝 

営業本部       営業ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 物流部        物流課長兼営業ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ担当 樋口 功 

営業本部       ＣＳＭ改革推進Ｐ/Ｔﾘｰﾀﾞｰ 商品本部       ＣＳＭＳＶﾏﾈｰｼﾞｬｰ 大場 雄輔 



【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 

ＣＳ・品質管理部   品質管理課長 ＣＳ・お客さまｻｰﾋﾞｽ部 ＣＳ・お客さまｻｰﾋﾞｽ課長  疋嶋 正明 

ｽﾄｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部     商品管理課長兼 

           取引管理担当 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ部       商品管理課長 高橋 陽子 

ｽﾄｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ部     ｽﾄｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ課長 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ改革部    ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ改革課長 高橋 智行 

ＣＳ・品質管理部   接客訓練課長 技術ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ部     接客訓練課長 大窪 好子 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭたかのす店  店長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ樋の口店   店長 下山 国宏 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ樋の口店   店長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ八戸城下店  店長 野村 智 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ新庄店    店長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ矢島店    店長 高橋 勝彦 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ新寒河江店  店長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ尾花沢店   店長 佐藤 良幸 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ尾花沢店   店長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ新庄店    店長 本間 慎弥 

ｳｴﾙﾏｰﾄ羽黒店     店長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ鶴岡南店   副店長 堀 浩幸 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ大曲福田店  店長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ西馬音内店  店長 高橋 康夫 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ新西目店   店長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭたかのす店  店長 松田 芳明 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ西馬音内店  店長 商品本部       秋田ｴﾘｱＳＶ（ﾃﾞｲﾘｰ） 佐藤 元 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ御門町店   店長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ石脇店    店長 石山 真由美 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ石脇店    店長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ御門町店   店長 田中 律子 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ矢島店    店長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ北上店    副店長 萬代寺 親弘 

ｳｴﾙﾏｰﾄ協和店     店長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭたかのす店  副店長 嵯峨 文子 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ八戸城下店  店長 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ改革部    担当 阿部 友彦 

ｻﾞ ﾋﾞｯｸﾞむつ中央店  店長 ｻﾞ ﾋﾞｯｸﾞ浪岡店    店長 山中 邦彦 

ｻﾞ ﾋﾞｯｸﾞ浪岡店    店長 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ新寒河江店  店長 野崎 和明 

人事教育部      技術ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 技術ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ部     教育訓練ﾘｰﾀﾞｰ 大場 彩子 

 

 

※ＤＳはﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱの略 

※ＣＳＭはｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄの略 

※Ｐ/Ｔはﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑの略 

 

 

以上 
 


