
 　　　　 　　　　                                          　　　　      ２０２２年 ２月 ４日

　株式会社ヨークベニマル（本社：福島県郡山市谷島町5-42、代表取締役社長：真船幸夫）、　株式会社ヨークベニマル（本社：福島県郡山市谷島町5-42、代表取締役社長：真船幸夫）は

　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、　２０２２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：2022年3月1日）

　　◆「デリカ事業本部」を新設する

　　　２２年３月１日、（株）ライフフーズとの合併により、デリカ事業本部を新設する。

　　　デリカ事業本部は惣菜部、寿司部、ベーカリー部、生産部、人材開発室からなり、

　　　これまでの製販一体の組織体制を維持する。

　　◆ニューフォーマット推進室の配下にラストワンマイル推進部とＲＥ部を配置する

ラストワンマイル（宅配など）の拡大とエリア毎の販売戦略との連携を高めるとともに、

従来開発室に設置していたＲＥ（リテール・エンジニアリング）部を配置することで、

店舗の設計やレイアウトを新たな店づくりに速やかに反映させる。

　　◆「サプライチェーン改革推進室」へ名称を変更する

昨年設置したサプライチェーン改革プロジェクトを部署として常設化し、商品事業部

直下に配置する。これにより統合後の新生ヨークベニマルの製造小売業を実現させる。

　　◆「サステナビリティ推進プロジェクト」を新設する

サステナビリティ推進の機能をプロジェクトとして営業サポート部直下に配置する。

これにより開発室が担当しているＣＯ２削減にも全社をあげて取り組む。

【株式会社ヨークベニマル 人事異動】

    （実施日　役員クラス：2022年3月1日、部長クラス・店長：2022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：2022年3月1日）

●取締役 担当変更

 大髙 耕一路  取締役 執行役員  取締役 執行役員

 郡山ゾーン ゾーンマネジャー  商品企画室長

●取締役 新任

　松崎　久美  取締役 専務執行役員　  ㈱ライフフーズ　

 デリカ事業本部長  代表取締役社長

　河田　靖彦  取締役  ㈱イトーヨーカ堂

 ㈱イトーヨーカ堂  取締役 常務執行役員 営業本部長

 取締役 常務執行役員 営業本部長  

　伊藤　弘雅  取締役  ㈱ヨーク

 ㈱ヨーク  ＤＸ戦略推進部 総括マネジャー

 執行役員 首都圏戦略室長

●執行役員 担当変更

　橋本　修一  常務執行役員  常務執行役員 

 開発室長 兼 サステナビリティ推進  開発室長　 

 プロジェクトメンバー

　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推進室長  サプライチェーン改革プロジェクトリーダー

　小椋　政彦  執行役員  執行役員

 栃木北ゾーン ゾーンマネジャー  茨城北ゾーン ゾーンマネジャー

　池田　淳子  執行役員　  執行役員　

 金屋店 店長  片平店 店長

●執行役員 新任

　阿部　良洋  常務執行役員　  ㈱ライフフーズ　

 デリカ事業本部 惣菜部長  常務執行役員 惣菜部長

　松崎　淳  執行役員  開発室 店舗開発 総括マネジャー

 開発室 副室長

　吉澤　一好  執行役員  グロサリー部 シニアマーチャンダイザー

 グロサリー部

 シニアマーチャンダイザー

　渡辺　英輝  執行役員  ㈱ライフフーズ　

 デリカ事業本部 生産部長   執行役員 生産部長

　島﨑　純平  執行役員  ㈱ライフフーズ

 デリカ事業本部 ベーカリー部長  執行役員 ベーカリー部長 

氏　　名 新　　　　　　　職 現　　　　　　　職

氏　　名 新　　　　　　　職 現　　　　　　　職

氏　　名 新　　　　　　　職 現　　　　　　　職

氏　　名 新　　　　　　　職 現　　　　　　　職



●執行役員 退任（実施日：2022年2月28日）

　千葉　秋二  常務執行役員

　田中　元  執行役員

 開発室 副室長

＜部長クラス＞（実施日：2022年2月16日）

　秦　貴志 　茨城北ゾーン 　水戸元吉田店 マスター店長

　ゾーンマネジャー 　

　凌　守 　県南ゾーン 　石橋店 店長

　ゾーンマネジャー 　

　杉本　有司 　監査室長 　販売事業部 総括マネジャー

　橋本　宇広 　商品企画室長　兼 　商品企画室 総括マネジャー

　商品企画部 総括マネジャー

　富塚　直紀 　青果部 シニアスーパーバイザー 　方八町店 店長

　前川　敦史 　総務室 総括マネジャー 　人事室 総括マネジャー

　遠藤　洋 　販売事業部 総括マネジャー 　栃木北ゾーン

　ゾーンマネジャー

　伴　多恵子 　サステナビリティ推進プロジェクト 　企画室 総括マネジャー

　総括マネジャー

　水口　晋介 　ニューフォーマット推進室 　開発室 総括マネジャー

　総括マネジャー 　

　横山　昌幸 　開発室 総括マネジャー 　教育推進室 総括マネジャー

　兼 グロサリー地区トレーナー

　橋本　真一 　開発室 総括マネジャー 兼 　開発室 総括マネジャー

　サステナビリティ推進プロジェクト 　

　メンバー

　柳沼　孝 　開発室 総括マネジャー 兼 　開発室 総括マネジャー

　サステナビリティ推進プロジェクト 　

　メンバー

　開山　秀晃 　ニューフォーマット推進室 　ＤＸ戦略室 総括マネジャー

　総括マネジャー  

　久下　恭子 　カスタマーサービス部 　カスタマーサービス部

　総括マネジャー代行 　マネジャー

　佐藤　孝宏 　デリカ統合推進プロジェクト 　特命プロジェクトリーダー

　プロジェクトリーダー

氏　　名 新　　　　　　　職 現　　　　　　　職

氏　　名 現　　　　　　　職



＜店長＞（実施日：2022年2月16日）

　奥田　瑞輝 　富久山店 マスター店長 　金屋店 マスター店長

　

　渡邉　裕之 　須賀川西店 マスター店長 　白河高山店 店長

　吉成 富士夫 　名取西店 マスター店長 　郡山ゾーン

　 　ゾーンマネジャー

　本田　俊行 　石橋店 マスター店長 　県南ゾーン

　ゾーンマネジャー

　木村　武史 　水戸元吉田店 マスター店長 　茂庭店 店長

　

　志田　弘明 　方八町店 店長 　猪苗代店 店長

　 　

　我妻　良賢 　台新店 店長 　台新店 副店長

　

　伊藤　孝浩 　菜根店 店長 　須賀川森宿店 店長

　 　

　藤原　勉 　新小原田店 店長 　南吉成店 副店長

　 　

　三島　浩昭 　本宮インター店 店長 　上谷刈店 店長

　

　吉成　徳夫 　荒井店 店長 　須賀川西店 マスター店長

　 　

　板谷　肇 　片平店 店長 　飯寺店 店長

　佐藤　裕之 　福島鎌田店 店長 　太平寺店 店長

　佐藤　秀一 　野田店 店長 　台新店 店長

　山田　幸弘 　太平寺店 店長 　福島ゾーン付 店長

　

　坂口　光夫 　猪苗代店 店長 　美浦店 店長

　

　佐野　幸雄 　飯寺店 店長 　谷田部店 店長

　

　熊田　金男 　須賀川森宿店 店長 　青果部 シニアスーパーバイザー

　

　鹿野　明 　白河高山店 店長 　新庄店 店長

　

　志村　勝 　古川店 店長 　大河原店 店長

　

　小山　賢一 　上谷刈店 店長 　上山店 副店長

　

　仁科　靖 　明石台店 店長 　郡山ゾーン付 店長

　

　鈴木　伸二 　大和吉岡店 店長 　明石台店 店長

氏　　名 新　　　　　　　職 現　　　　　　　職



　武田　剛 　茂庭店 店長 　南中山店 店長

　

　小木田 宗之 　南中山店 店長 　内郷店 副店長

　

　木村　雄大 　白石店 店長 　古川店 店長

　

　阿部　利則 　大河原店 店長 　石岡西店 店長

　

　松本　光二 　相馬黒木店 店長 　名取西店 店長

　渡邉　典幸 　高畠店 店長 　郡山島店 副店長

　

　高橋　隆博 　新庄店 店長 　高畠店 店長

　

　澤田　孝史 　東根店 店長 　大和吉岡店 店長

　平　健二 　黒磯店 店長 　市名坂店 副店長

　矢口　将志 　石岡西店 店長 　千代田モール店 店長

　佐藤　真一 　美浦店 店長 　城西町店 勤務

　久野　泰弘 　千代田モール店 店長 　教育推進室 改善リーダー

　高橋　智典 　谷田部店 店長 　湯本南店 副店長

　横井　敬二 　監査室 マネジャー 　富久山店 店長

　畑山　卓也 　人事室 マネジャー 　黒磯店 店長

氏　　名 新　　　　　　　職 現　　　　　　　職


