
 　　　　 　　　　                                                      ２０２１年 ２月 ４日

　株式会社ヨークベニマル（本社：福島県郡山市朝日2-18-2、代表取締役社長：真船幸夫）、

　株式会社ライフフーズ（本社：福島県郡山市字石塚56-1、代表取締役社長：松崎久美）は、

　２０２１年度の「組織変更及び人事異動」を下記の通り行いますので、ご案内いたします。

 【株式会社ヨークベニマル 組織変更】（実施日：2021年3月1日）

　　◆「サプライチェーン改革プロジェクト」を新設する

　　　川上（産地、工場、物流）に遡ったサプライチェーン・マネジメントによる

　　　食品製造小売業をめざし、中間流通のムダを省き、効率化をはかる

　　◆「商品企画室」を新設し、商品企画部と販売促進部を配下に置く

　　　商品企画部はマーケティングと商品戦略、商品ブランド確立、メニュー提案等の

　　　商品開発を進める。販売促進部は全社販促だけでなく、個店・地域に対応した

　　　販促を進めて、エリア販促を強化する

　　◆総務室に「法務・コンプライアンス」を新設する

　　　店舗や各部・室の法務面での支援を強化し、あわせて会社全体で法令順守の

　　　徹底にむけたプロジェクト活動を推進していく

　　◆「サステナビリティ推進」に名称変更し、企画室へ移管する

　　　総務室にあった「ＣＳＲ推進」の機能を企画室へ移管し、名称を

　　　「サステナビリティ推進」に変更。サステナビリティ戦略の推進とコーポレート・

　　　ブランドの構築、社内外を含めた広報活動との一体化をはかる

 【株式会社ヨークベニマル 人事異動】

    （実施日　役員クラス：2021年3月1日、部長クラス・店長：2021年2月16日）

　※別紙の通り

組織変更及び人事異動のお知らせ

株式会社ヨークベニマル



 【株式会社ヨークベニマル 人事異動】

＜役員クラス＞（実施日：2021年3月1日）

●役位変更

　大髙 耕一路  取締役執行役員  執行役員

 商品企画室室長  堤下店店長

●担当変更

　三澤　隆  取締役常務執行役員  取締役常務執行役員

 社長付  総務室室長　兼　ＣＳＲ推進部リーダー

　山口　中  常務執行役員  常務執行役員

 サプライチェーン改革プロジェクト  精肉部シニアマーチャンダイザー　兼

 リーダー  ニューフォーマットプロジェクト

 サブリーダー

　松岡　友幸  常務執行役員  常務執行役員

 教育推進室室長  教育推進室室長　兼　

 ニューフォーマットプロジェクト

 サブリーダー

　村上　宏次  執行役員　  執行役員　

 衣料部長  衣料事業部長

　一ノ瀬 貴義  執行役員  執行役員

 ＤＸ戦略室副室長  デジタル戦略室副室長　兼

 (ＤＸ戦略推進担当)  システム企画部総括マネジャー

　矢吹　裕  執行役員  執行役員

 総務室室長  総務室副室長

 (法務･コンプライアンス推進担当）

　庄子　鉄也  執行役員  執行役員

 ニューフォーマット推進室室長  ニューフォーマットプロジェクト

 リーダー

　馬場　弘樹  執行役員  執行役員

 企画室室長  企画室室長　兼　

 (サステナビリティ推進担当）  企画室総括マネジャー

●新任

　目黒　豊  執行役員　  ＱＣ室室長

 ＱＣ室室長

　安藤　健二  執行役員　  財務室室長

 財務室室長　

　古川　秀一  執行役員　  精肉部シニアスーパーバイザー

 精肉部シニアスーパーバイザー

　

氏　　名 新　　　　　　　職 旧　　　　　　　職

氏　　名 新　　　　　　　職 旧　　　　　　　職

氏　　名 新　　　　　　　職 旧　　　　　　　職



●退任（実施日：2021年2月28日）

　星　健司  商品企画室副室長  執行役員

 営業企画室室長

　須田　安彦  商品事業部付マーチャンダイザー  執行役員

 青果部シニアマーチャンダイザー

＜部長クラス＞（実施日：2021年2月16日）

　吉成 富士夫 　郡山ゾーン 　仙北ゾーン

　ゾーンマネジャー 　ゾーンマネジャー

　新沼　基 　福島ゾーン 　郡山ゾーン

　ゾーンマネジャー 　ゾーンマネジャー

　本田　俊行 　県南ゾーン　　　　　 　山形ゾーン

　ゾーンマネジャー 　ゾーンマネジャー

　川村　仁彦 　いわきゾーン 　県南ゾーン

　ゾーンマネジャー 　ゾーンマネジャー

　鈴木　正浩 　仙北ゾーン 　石巻蛇田店店長

　ゾーンマネジャー

　増子　豊 　山形ゾーン 　仙東ゾーン

　ゾーンマネジャー 　ゾーンマネジャー

　遠藤　洋 　栃木北ゾーン 　福島ゾーン

　ゾーンマネジャー 　ゾーンマネジャー

　五十嵐 茂則 　栃木南ゾーン 　栃木祝町店店長

　ゾーンマネジャー

　高嶋　貢 　仙東ゾーン 　栃木北ゾーン

　ゾーンマネジャー 　ゾーンマネジャー

　篠原　利夫 　精肉部シニアマーチャンダイザー 　精肉部マーチャンダイザー

　國分　和彦 　青果部シニアマーチャンダイザー 　青果部マーチャンダイザー

　齋藤　千春 　衣料部シニアマーチャンダイザー 　衣料部マーチャンダイザー

　磯部　直喜 　衣料部シニアスーパーバイザー 　教育推進室

　作業改善研修

　佐藤　孝宏 　特命プロジェクトリーダー 　小田急商事株式会社

　出向

　堀田　真司 　ＤＸ戦略室室長 　デジタル戦略室室長

　(ＤＸ戦略推進担当)

　中野　俊昭 　総務室副室長 　総務室総括マネジャー

　(コンプライアンス推進担当)

　杉本　有司 　販売事業部総括マネジャー 　いわきゾーン

　ゾーンマネジャー

　開山　秀晃 　ＤＸ戦略室総括マネジャー 　デジタル戦略室総括マネジャー

　(デジタル推進部)

　池田 さやか 　ＤＸ戦略室総括マネジャー 　デジタル戦略室総括マネジャー

　(デジタル推進部)

氏　　名 新　　　　　　　職 旧　　　　　　　職

氏　　名 新　　　　　　　職 旧　　　　　　　職



　笠原　秀明 　商品企画室総括マネジャー代行 　販売促進部マネジャー

　(販売促進部)

　鈴木　久 　お客様相談部総括マネジャー 　棚倉店店長

　横山　昌幸 　教育推進部総括マネジャー　 　教育推進室

　(グロサリー推進担当)　兼　 　作業改善研修

　グロサリー地区トレーナー

　(郡山担当)

　橋本　宇広 　商品企画室総括マネジャー 　商品企画部総括マネジャー

　(商品企画部)

　柳沼　孝 　開発室総括マネジャー 　販売促進部総括マネジャー

　(メンテナンスセンター担当)

　玄葉　威視 　人事室総括マネジャー 　保原店店長

　（人事・労務担当）

　石井　吉彦 　財務室総括マネジャー代行 　財務室マネジャー

　伴　多恵子 　企画室総括マネジャー 　総務室総括マネジャー

　(サステナビリティ推進担当)

　鈴木　孝 　物流事業部総括マネジャー 　米沢門東町店店長

　(物流企画部)

＜店長＞（実施日：2021年2月16日）

　小島　純秀 　堤下店マスター店長 　横塚店店長

　安齋　長臣 　市名坂店マスター店長 　赤塚店店長

　猪狩 喜美男 　日和田店店長 　岩沼店店長

　八島　裕昭 　横塚店店長 　飯寺店店長

　萩生　敏彦 　瀬上店店長 　平野店店長

　堀越　勇 　福島西店店長 　栃木南ゾーン

　ゾーンマネジャー

　橋本　康憲 　平野店店長 　二本松インター店店長

　茂木　幹夫 　吉倉店店長 　福島西店店長

　渡邊　剛 　保原店店長 　お客様相談部総括マネジャー

　秋葉　秀人 　花春店店長 　仙台愛子店副店長

　板谷　肇 　飯寺店店長 　水戸笠原店副店長

氏　　名 新　　　　　　　職 旧　　　　　　　職

氏　　名 新　　　　　　　職 旧　　　　　　　職



　阿久津　進 　棚倉店店長 　米沢春日店店長

　関根　勝彦 　白河横町店店長 　吉倉店店長

　吉田　伸作 　植田店店長 　白河横町店店長

　水越　昭一 　新上荒川店店長 　水戸浜田店店長

　大森　友広 　小名浜リスポ店店長 　教育推進室

　作業改善研修

　菅野　仁 　湯本南店店長 　小名浜リスポ店店長

　相川　朋之 　石巻蛇田店店長 　市名坂店店長

　馬場　武則 　古川福浦店店長 　佐沼店店長

　佐々木　勇 　石巻中里店店長 　若柳店副店長

　浜尾　昌俊 　泉野村店店長 　石巻中里店店長

　庄司　学 　岩沼店店長 　岩沼店副店長

　松井　悦祐 　新庄下田店店長 　天童老野森店長

　福地　裕子 　山形下条町店店長 　落合店副店長

　岡崎　雄介 　米沢春日店店長 　遠見塚店副店長

　吉田　尚一 　南陽店店長 　角田店副店長

　三浦　直之 　米沢門東町店店長 　泉野村店店長

　熊谷　勝輔 　天童老野森店店長 　山形下条町店店長

　菅野　広文 　鶴田店店長 　湯本南店店長

　菅野　正文 　戸祭店店長 　鶴田店副店長

　花澤　謹宏 　針ヶ谷店店長 　石橋店副店長

　大和田 健一 　小山ゆうえんち店店長 　針ヶ谷店店長

　渡辺　昇 　西川田店店長 　田彦西店店長

　齋藤　順彌 　栃木祝町店店長 　小山ゆうえんち店店長

　圷　和也 　赤塚店店長 　日立会瀬店店長

氏　　名 新　　　　　　　職 旧　　　　　　　職



　大内　伸尚 　日立会瀬店店長 　戸祭店店長

　橋本　直紀 　水戸浜田店店長 　那珂湊店店長

　末岡　隆徳 　那珂湊店店長 　茨城町店店長

　土田　到 　田彦西店店長 　大成店副店長

　佐川　一徳 　茨城町店店長 　西川田店店長

　服部　広保 　福島ゾーン付店長 　茨城北ゾーン付店長

　(二本松店勤務)

氏　　名 新　　　　　　　職 旧　　　　　　　職



 【株式会社ライフフーズ 人事異動】

＜役員クラス＞（実施日：2021年3月1日）

●役位変更

　齋藤　努 　執行役員 　常務執行役員

　生産事業部　生産購買部門 　寿司事業部長

　部門マネジャー

　阿部　良洋 　常務執行役員 　執行役員

　デリカ事業部部長　兼 　デリカ事業部長

　ベーカリー事業部部長

●担当変更

　石川　篤 　取締役常務執行役員 　取締役常務執行役員

　作業改善室室長　兼 　営業本部長

　人材開発室室長

　真船　良子 　執行役員 　執行役員

　寿司事業部　福島地区 　寿司事業部　県南・いわきブロック

　県南オペレーション 　スーパーバイザー

　フィールドトレーナー　

　七島　正樹 　執行役員 　執行役員

　デリカ事業部　 　デリカ事業部　

　シニアマーチャンダイザー　兼 　シニアマーチャンダイザー　

　事業部長代行

　橋本 百合子 　執行役員 　執行役員

　デリカ事業部 　デリカ事業部

　デリカチーフマーチャンダイザー 　冷惣菜チーフマーチャンダイザー

●新任

　薄井　正臣 　執行役員 　生産事業部　商品開発室長

　生産事業部　商品開発室室長

●退任（実施日：2021年2月28日）

　阿部　喜幸 　生産事業部　 　執行役員

　 　特命プロジェクト室室長 　ベーカリー事業部長

氏　　名 新　　　　　　　職 旧　　　　　　　職

氏　　名 新　　　　　　　職 旧　　　　　　　職

氏　　名 新　　　　　　　職 旧　　　　　　　職

氏　　名 新　　　　　　　職 旧　　　　　　　職


