
 
 
 

 

 

２０１９年２月２５日 

株式会社カスミ 

 

人事異動と組織変更のお知らせ 
 

 ２０１９年３月１日付、人事異動と組織変更について下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 人事異動（２０１９年３月１日付） 

 

（１）取締役 

氏名 新役職名 旧役職名 

石井 俊樹 代表取締役社長 

兼 店舗サポート本部マネジャー 
代表取締役社長 

福井 博文 

代表取締役副社長  

兼 蛻変プロジェクトマネジャー 

兼 業務企画本部（管掌） 

代表取締役副社長 

兼 蛻変プロジェクトマネジャー 

兼 経営企画本部（管掌） 

山本 慎一郎 

専務取締役 上席執行役員 

ロジスティック本部マネジャー 

兼 ビジネス変革室マネジャー 

兼 ビジネス変革室ビジネスリモデルマネジャー 

兼 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 

ＩＣＴ本部長 

専務取締役 上席執行役員 

ロジスティック本部マネジャー 

兼 物流部マネジャー 

兼 営業企画本部（管掌） 

兼 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 

ＩＣＴ本部長 

大場 明秀 
取締役 執行役員 

店舗サポート本部 小型店開発部マネジャー 

取締役 執行役員 

営業企画本部マネジャー 

兼 新規事業開発マネジャー 

生井 義雄 
取締役 執行役員 

保育事業推進部(管掌) 

取締役 執行役員 

総務本部マネジャー 

兼 総務部マネジャー 

兼 人事本部(管掌) 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

（２）執行役員 

氏名 新役職名 旧役職名 

勝田 徹 執行役員  

（株）セイブ出向 

執行役員 販売本部マネジャー 

兼 ソーシャルシフト推進マネジャー 

伊神 里美 執行役員 商品本部 デリカ部マネジャー 
執行役員  

商品本部 地域商品開発部マネジャー 

髙橋 徹 
執行役員 

店舗サポート本部 第６サポートマネジャー 
執行役員 人事本部マネジャー 

辻本 英史 
執行役員 業務企画本部マネジャー 

兼 経理財務部マネジャー 

執行役員 経営企画本部マネジャー 

兼 経理財務部マネジャー 

 

 

（３）一般人事 

氏名 新役職名 旧役職名 

折本 文孝 
営業企画本部マネジャー 

兼 販売促進部マネジャー 
商品本部 デリカ部マネジャー 

君和田 勉 

ビジネス変革室 デリバリー運営マネジャー 

兼 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 

デジタル事業企画部長 

営業企画本部 新規事業開発付マネジャー 

兼 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 

デジタル事業企画部長 

髙木 健一 
営業企画本部 営業企画部マネジャー 

兼 ビジネス変革室ビジネスリモデル担当 
営業企画本部 営業企画部マネジャー 

清水 裕樹 
開発本部 店舗企画部マネジャー 

兼 ビジネス変革室ビジネスリモデル担当 
開発本部 店舗企画部マネジャー 

新井 敦之 
業務企画本部 経営企画部マネジャー 

兼 ビジネス変革室ビジネスリモデル担当 
経営企画本部 経営企画部マネジャー 

松井 貴志 
店舗サポート本部  

業務改革サポート部マネジャー 
業務改革推進プロジェクトチームマネジャー 

谷口 勝美 
店舗サポート本部 

フードオフサポートマネジャー 

販売本部 ソーシャルシフト推進 

フードオフ運営サポートマネジャー 

中庭 昇 店舗サポート本部 第１サポートマネジャー 
フードスクエアカスミひたちなか笹野店店長 

兼 県北エリアリーダー 



 
 
 

 

 

氏名 新役職名 旧役職名 

塚田 和浩 店舗サポート本部 第２サポートマネジャー 
販売本部 ソーシャルシフト推進 

マネジメントサポートマネジャー  

松島 英樹 店舗サポート本部 第３サポートマネジャー 
フードスクエアカスミ水戸赤塚店店長 

兼 県央エリアリーダー  

飯塚 守男 店舗サポート本部 第４サポートマネジャー 
販売本部 ソーシャルシフト推進 

マネジメントサポートマネジャー 

市毛 由之 店舗サポート本部 第５サポートマネジャー 

販売本部 ソーシャルシフト推進 

マネジメントサポートマネジャー 

兼 新業態プロジェクトマネジャー 

枝川 和晃 店舗サポート本部 第７サポートマネジャー 
フードスクエアカスミ横芝光店店長 

兼 成田・外房エリアリーダー  

赤尾 裕之 店舗サポート本部 第８サポートマネジャー 
販売本部 ソーシャルシフト推進 

マネジメントサポートマネジャー 

福田 充雅 店舗サポート本部 第９サポートマネジャー 
フードスクエアカスミアルコ越谷店店長 

兼 埼玉東部・東京エリアリーダー  

栗原 二郎 店舗サポート本部 第１０サポートマネジャー 
販売本部 ソーシャルシフト推進 

マネジメントサポートマネジャー 

篠原 恭子 商品本部 地域商品開発部マネジャー グラン・プルシェ 店長 

落合 秀典 営業企画本部 環境社会貢献部マネジャー 
フードスクエアカスミ流山おおたかの森店 

店長 

國分 隆 

ロジスティック本部  

ＩＴサービス部マネジャー 

兼 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 

ＩＣＴ開発運用部マネジャー 

ロジスティック本部 ＩＣＴマネジャー 

兼 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 

ＩＣＴ開発運用部マネジャー 

山田 剛 ロジスティック本部 物流部マネジャー 
ロジスティック本部 物流部 

物流管理担当マネジャー 

芹澤 博文 開発本部 店舗開設部マネジャー 
開発本部 店舗開設部 

テナント管理担当マネジャー 

渡邊 敏幸 業務企画本部 人事総務部マネジャー 人事本部 人事部マネジャー 

高野 真由美 保育事業推進部マネジャー 総務本部 環境社会貢献部マネジャー 

 

 

 



 
 
 

 

 

組織変更（２０１９年３月１日付） 

  ①販売本部を店舗サポート本部と改称し、その直下に業務改革サポート部と小型店開発部を 

   新設する。業務改革サポート部には、業務改革推進、カスタマーサービス、新店オペレーシ 

ョンを配置し、業務改革推進プロジェクトチームとソーシャルシフト推進、マネジメントサ 

ポート、オペレーションサポートの機能を移管しこれらを廃止する。小型店開発部には小型 

店開発を配置する。店舗サポート本部の１０エリアとフードオフにサポートマネジャーと 

スーパーバイザーを配置する。そして、フードオフ営業サポートを廃止する。 

  ②社長直下にビジネス変革室を新設して、ビジネスリモデルとデリバリー運営を配置する。 

   デリバリー運営に宅配事業推進の機能を移管し，宅配事業推進を廃止する。 

  ③経営企画本部、人事本部、総務本部を統合し業務企画本部としてその直下に秘書を移管する。 

   さらに、人事部と総務部を統合して人事総務部とする。経営企画部に広報を移管する。 

そして、環境社会貢献部を営業企画本部に移管する。 

  ④ソーシャルメディアコミュニケーション研究会をソーシャルメディアコミュニケーション 

   推進に改称する。 

  ⑤保育事業推進部を新設する。 

  ⑥ＩＣＴをＩＴサービス部に改称して、保守運用、普及促進、開発を配置し，システムオペ 

レーションを廃止する。 

  ⑦地域商品開発部に商品企画を移管し、地域商品開発を商品開発と改称する。 

  ⑧商品本部直下に集中事務センターを新設する。 

  ⑨デリカ部にベーカリースーパーバイザーを新設する。 

  ⑩ロジスティック本部直下のプロジェクト推進を廃止する。 

  ⑪新規事業開発を廃止する。 

  

 

以上 


