
 

 

 

  

 

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（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、

２０２３年度の「組織変更及び人事異動」を以下の通り行いますので、ご案内いたします。 

 

 

【組織変更】（実施日:2023年 3月 1日）   

 

 ２０２３年度については、昨年度(株)ライフフーズの合併などによる大幅な組織改編があっ

たことから、大きな組織変更は行わず、各部署の業務内容の充実に努める。 

 

 茨城北ゾーンをＳＶ(スーパーバイザー)２名体制とする 

２０２３年度、茨城北ゾーンに新店２店舗を開設することから、山形ゾーンに続き、ＳＶ

２名体制とすることで、店舗のサポート機能の充実をはかる。 

 

 「商品企画部」の機能の充実をはかる 

新しい素材の食べ方やメニュー提案、調理提案等で各部のマーチャンダイザーの業務を

サポートする機能を充実させることで、お客様への新たな食の提案を推進していく。 

 

 「兼務副店長」の配置を拡大する 

店舗規模に応じて「兼務副店長」の配置を拡大し、店舗運営の効率化をはかる取組みを 

進めていく。 

 

 

【人事異動】（実施日 役員クラス:2023年 3月 1日、部長クラス･店長:2023年 2月 15日） 

 

 ※別紙の通り 

  

   

  

 

2023 年 2 月 6 日 



 

 

 

  

 

【人事異動】 

 

＜役員クラス＞（実施日:2023年 3月 1日） 

 

●取締役 役位変更 

氏 名 新 職 現 職 

大高 耕一路 取締役 専務執行役員 

営業本部 副本部長 

取締役 執行役員 

郡山ゾーン ゾーンマネジャー 

 

●取締役 新任 

氏 名 新 職 現 職 

石橋 誠一郎 取締役（㈱ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

常務執行役員 

㈱ヨーク 代表取締役会長） 

㈱ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

常務執行役員 

グループ商品戦略本部長 

須賀 秀人 取締役 (㈱イトーヨーカ堂 

取締役 執行役員 営業本部長） 

㈱イトーヨーカ堂 

取締役 執行役員 販売事業部長 

 

●取締役 退任（実施日:2023年 2月 28日） 

氏 名 現 職 

河田 靖彦 取締役 

   

●執行役員 担当変更 

氏 名 新 職 現 職 

阿部 良洋 常務執行役員 

デリカ事業本部 本部長代行 

常務執行役員 

デリカ事業本部 惣菜部長 

庄子 鉄也 執行役員 

販売事業部 副部長 兼  

ニューフォーマット推進室 室長 

執行役員 

ニューフォーマット推進室 室長 

 

●執行役員 新任 

氏 名 新 職 現 職 

堀田 真司 常務執行役員 

ＤＸ戦略室 室長 

ＤＸ戦略室 室長 

 

●執行役員 退任（実施日:2023年 2月 28日） 

氏 名 現 職 

村上 宏次 執行役員 

商品事業部 衣料部長 

池田 淳子 執行役員 

金屋店 店長 

 



  

●上級職 

氏 名 新 職 現 職 

一ノ瀬 貴義 上級職  

ＤＸ戦略室 副室長 

執行役員  

ＤＸ戦略室 副室長 

小椋 政彦 上級職 

栃木北ゾーン ゾーンマネジャー 

執行役員  

栃木北ゾーン ゾーンマネジャー 

関根 力 上級職 

鮮魚部 シニアマーチャンダイザー 

執行役員 

鮮魚部 シニアマーチャンダイザー 

古川 秀一 上級職 

精肉部 シニアスーパーバイザー 

執行役員 

精肉部 シニアスーパーバイザー 

吉澤 一好 上級職 

グロサリー部 シニアマーチャンダ

イザー 

執行役員 

グロサリー部 シニアマーチャンダ

イザー 

松崎 淳 

 

上級職 

開発室 副室長 

執行役員 

開発室 副室長 

渡辺 英輝 上級職 

デリカ事業本部 生産部長 

執行役員 

デリカ事業本部 生産部長 

島﨑 純平 上級職 

人事室 副室長 

執行役員 

デリカ事業本部 ベーカリー部長 

橋本 宇広 上級職 

商品企画室 室長 兼 商品企画部 

総括マネジャー 

商品企画室 室長 兼 商品企画部  

総括マネジャー 

大竹 誠 上級職 

商品事業部 副部長 兼 デイリー部 

シニアマーチャンダイザー 

デイリー部 

シニアマーチャンダイザー 

 

＜部長クラス＞（実施日:2023年 2月 15日） 

 

氏 名 新 職 現 職 

川村 仁彦 郡山ゾーン ゾーンマネジャー いわきゾーン ゾーンマネジャー 

北原 孝之 いわきゾーン ゾーンマネジャー 日立滑川店 店長 

中里 浩佳 仙北ゾーン ゾーンマネジャー 鮮魚部 シニアスーパーバイザー 

庄司 英隆 仙南ゾーン ゾーンマネジャー 神町店 店長 

大平 恵市 茨城北ゾーン ゾーンマネジャー 仙南ゾーン ゾーンマネジャー 

村上 浩二 鮮魚部 シニアスーパーバイザー 鮮魚部 マーチャンダイザー 

橋元 宏悦 店舗運営室 総括マネジャー 店舗運営室 マネジャー 

大内 弘之 開発室 総括マネジャー（店舗開発 

宮城・山形担当） 

開発室 総括マネジャー（店舗開発担

当） 

開山 秀晃 ニューフォーマット推進室 

総括マネジャー（ラストワンマイ

ル推進部） 

ニューフォーマット推進室 

ラストワンマイル推進部 

総括マネジャー 兼  

デジタル推進部総括マネジャー 

 

 



 

 

 

  

 

氏 名 新 職 現 職 

七島 正樹 惣菜部部長 兼 シニアマーチャ

ンダイザー 

惣菜部 シニアマーチャンダイザー 

山路 和哉 寿司部部長 兼 シニアマーチャ

ンダイザー 

寿司部 部長代行 

藤原 賢一 ベーカリー部部長代行 兼シニア

マーチャンダイザー 

ベーカリー部 シニアオペレーショ

ンフィールドトレーナー 

國分 浩美 ベーカリー部 シニアオペレーシ

ョンフィールドトレーナー代行 

ベーカリー部 オペレーションフィ

ールドトレーナー（福島） 

 

＜店長＞（実施日:2023年 2月 15日） 

 

氏 名 新 職 現 職 

遠藤 洋 南福島店 マスター店長 販売事業部 総括マネジャー 

鈴木 正浩 新店 マスター店長 仙北ゾーン ゾーンマネジャー 

増子 丈二 横塚店 マスター店長 郡山島店 店長 

大須賀 功一 水戸元吉田店 マスター店長 エブリア店 店長 

笹島 宗士 郡山島店 店長 希望ヶ丘店 店長 

宗像 正三 希望ヶ丘店 店長 田村店 店長 

幕田 市夫 八山田店 店長 坂東店 店長 

菅野 亮二 小原田店 店長 西那須野店 店長 

根本 雄之進 平野店 店長 福島鎌田店 副店長 

山岸 達也 吉倉店 店長 米沢店 店長 

太田 大 喜多方店 店長 東海店 店長 

渡辺 真一 三春店 店長 郡山ゾーン付 店長  

八島 裕昭 田村店 店長 横塚店 店長 

大津 明広 上荒川店 店長 小名浜リスポ店 副店長 

石井 栄喜 エブリア店 店長 内郷店 店長 

松井 英樹 内郷店 店長 三春店 店長 

菅原 正人 上谷刈店 店長 泉古内店 店長 

棟形 浩子 明石台店 店長 大和吉岡店 副店長 

川村 友克 泉古内店 店長 六丁の目店 副店長 

白岩 英伸 真美沢店 店長 相馬店 店長 

藤原 勉 富沢西店 店長 小原田店 店長 

池田 満 新店 店長 遠見塚店 店長 

久道 輝明 仙台中山店 店長 古川店 副店長 

木村 武史 遠見塚店 店長 水戸元吉田店 店長 

加藤 秀彦 新田東店 店長 フォレオ東仙台店 店長 

大澤 善弘 フォレオ東仙台店 店長 真美沢店 店長 

白石 孝一 相馬店 店長 富沢西店 店長 

丹野 政美 高畠店 店長 荒巻店 副店長 

荒明 秀喜 米沢春日店 店長 コスモス通り店 副店長 

渡邉 典幸 神町店 店長 高畠店 店長 

 



 

 

 

 

 

 

氏 名 新 職 現 職 

橋本 康憲 米沢店 店長 平野店 店長 

岡崎 雄介 成沢店 店長 米沢春日店 店長 

小山 賢一 河北店 店長 上谷刈店 店長 

矢口 美代 山形深町店 店長 河北店 店長 

遠藤 健二 西那須野店 店長 足利店 店長 

影山 学 大田原店 店長 鹿沼店 店長 

馬場 裕一 足利店 店長 大田原店 店長 

矢口 将志 日立川尻町店 店長 石岡西店 店長 

星 洋一 東海店 店長 日立川尻町店 店長 

加藤 勉 日立滑川店 店長 仙台中山店 店長 

渋谷 賢一 百合が丘店 店長 小山雨ヶ谷店 副店長 

水越 昭一 茨城町店 店長 上荒川店 店長 

井川 聡 つくばみらい店 店長 豊里店 店長 

松山 稔輝 石岡西店 店長 つくば竹園店 副店長 

飯塚 重信 坂東店 店長 つくばみらい店 店長 

柴田 剛 豊里店 店長 栃木平柳店 副店長 

荒谷 公之 生産品質管理室 副室長 ＱＣ室 マネジャー 

佐藤 公一 物流事業部 マネジャー(センター

運営部) 

物流部 マネジャー(物流企画部) 

鎌倉 弘明 ㈱ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ出向 グロサリー部 マーチャンダイザー 

 


