2020 年 3 月 2 日
株式会社カスミ

人事異動のお知らせ
2020 年 3 月 1 日付、人事異動について下記の通りお知らせいたします。
記
氏 名

新 役 職 名

中村 恵寿

フードスクエアカスミ阿見店リーダー店長

坂井 一好

フードスクエアカスミ下館南店リーダー店長

粟野 晃一

フードスクエアカスミ水戸赤塚店リーダー店長

北野 勝彦
池延 太実夫
坂口 滋利
福田 充雅
枝川 和晃

旧 役 職 名
フードスクエアカスミ阿見店店長
兼 鹿行・稲敷エリアリーダー
フードスクエアカスミ下館南店店長
兼 県南・栃木エリアリーダー
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

フードスクエアカスミビバモール加須店

フードスクエアカスミアルコ越谷店店長

リーダー店長

兼 埼玉東部・東京エリアリーダー

フードスクエアカスミイオンタウン守谷店

フードスクエアカスミイオンタウン守谷店店長

リーダー店長

兼 牛久・守谷エリアリーダー

フードスクエアカスミ宮代店リーダー店長
フードスクエアカスミつくばスタイル店
リーダー店長
フードスクエアカスミあすみが丘店
リーダー店長

フードスクエアカスミ宮代店店長
兼 埼玉北東部・群馬エリアリーダー
店舗サポート本部 第 9 サポートマネジャー
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ひたちなか笹野店

フードスクエアカスミひたちなか笹野店店長

リーダー店長

兼 県北エリアリーダー

久松 俊一

フードスクエアカスミ岩瀬店店長

上三川店店長

大和田 栄二

FOOD OFF ストッカー鴻巣店ストアマネジャー

岡辺 貴広

FOOD OFF ストッカー石岡東ストアマネジャー

益子 雅次

FOOD OFF ストッカーサンモリノ那珂店
ストアマネジャー
FOOD OFF ストッカー千代川店
ストアマネジャー

氏 名

新 役 職 名

旧 役 職 名

石戸 孝明

FOOD OFF ストッカー守谷店ストアマネジャー

浅野 克弥

佐和店店長

石田 正治

八郷店店長

前橋リリカ店店長

小林 一弥

フードスクエアカスミひたち野牛久店店長

フードスクエアカスミビバモール加須店店長

竹元 道行

東郷店店長

フードスクエアカスミ学園の森店店長

飯田 勝利

FOOD OFF ストッカー常澄店ストアマネジャー

店舗サポート本部付

長谷川 博之

FOOD OFF ストッカーサンモリノ那珂店
ストアマネジャー

FOOD OFF ストッカー常澄店ストアマネジャー
店舗サポート本部 第 1 サポートグロサリー
スーパーバイザー

店舗サポート本部付

荒山 英憲

上三川店店長

東郷店店長

若林 春生

フードスクエアカスミ南柏駅前店店長

フードスクエアカスミひたち野牛久店店長

神林 哲太朗

フードスクエアカスミ南越谷店店長

フードスクエアカスミ南柏駅前店店長

荻沼 和広

FOOD OFF ストッカー千代川店ストアマネジャー

FOOD OFF ストッカー石岡東店ストアマネジャー

川﨑 一義

瓜連店店長

フードスクエアカスミひたちなか笹野店次長

市村 光男

万博記念公園駅前店店長

フードスクエアカスミ岩瀬店店長

星 光久

前橋リリカ店店長

八郷店店長

佐口 智彦

フードスクエアカスミアルコ越谷店店長

フードスクエアカスミ木更津朝日店店長

小田倉 重文

フードスクエアカスミ川口前川店店長

フードスクエアカスミ稲毛海岸店店長

松井 章雄

フードスクエアカスミ本八幡店店長

櫻井 達也

フードスクエアカスミ学園の森店店長

万博記念公園駅前店店長

砂田 修

フードスクエアカスミオリナス錦糸町店店長

フードスクエアカスミあすみが丘店店長

荻沼 和美

フードスクエアカスミ板橋前野町店店長

瓜連店店長

大信 智治

フードスクエアカスミ木更津朝日店店長

フードスクエアカスミオリナス錦糸町店店長

松本 勝

フードスクエアカスミ横芝光店店長

関 芳史

フードスクエアカスミ稲毛海岸店店長

山崎 浩央
小田川 敦

営業統括本部
FO 店舗タスク・SV 担当マネジャー
営業統括本部 メンテナンス
テナント・不動産管理担当マネジャー

フードスクエアカスミつくばスタイル店店長
兼 土浦・つくばエリアリーダー

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
フードスクエアカスミ南越谷店店長
店舗サポート本部 FO サポート担当マネジャー
商品本部 デリカ部 デリカ担当マネジャー

氏 名
谷口 マリ

新 役 職 名
営業統括本部 メンテナンス
IT サービス担当マネジャー

旧 役 職 名
ロジスティック本部 IT サービス部
保守運用担当マネジャー
兼 ビジネス変革室 ビジネスリモデル担当

営業統括本部 顧客サービス

営業企画本部 販売促進部

顧客サービス担当マネジャー

販売促進担当マネジャー

営業統括本部 人事コミュニケーション

業務企画本部 人材育成部

トレーニングスクール担当マネジャー

トレーニングスクール担当マネジャー

営業統括本部 人事コミュニケーション

業務企画本部 人事総務部

採用担当マネジャー

労務・採用担当マネジャー

蛭間 貴広

営業統括本部 営業企画 営業企画担当マネジャー

フードスクエアカスミ本八幡店店長

伊賀 憲一

営業統括本部 営業企画 販売促進担当マネジャー

営業企画本部 販売促進部 52 週 MD 担当マネジャー

千葉 高義

営業統括本部 営業企画 52 週 MD 担当マネジャー

商品本部 グロサリー部 一般食品担当バイヤー

粂野 佳也

営業統括本部 業務改革 業務改革担当マネジャー

久保田 由美子
海老原 康弘
三輪 伸一

渡辺 文彦
小鶴 美千代
岡里 安博
鈴木 浩徳

店舗サポート本部 業務改革サポート部
業務改革推進担当マネジャー

営業統括本部 販売改革

ロジスティック本部 IT サービス部

店舗タスク・SV 担当マネジャー

普及促進担当マネジャー

営業統括本部 販売改革

店舗サポート本部 業務改革サポート部

店舗タスク・SV 担当マネジャー

カスタマーサービス担当マネジャー

営業統括本部 販売改革

店舗サポート本部 小型店開発部

店舗タスク・SV 担当マネジャー

小型店開発担当マネジャー

営業統括本部 販売改革
店舗タスク・SV 担当マネジャー

商品本部 地域商品開発部 商品企画担当マネジャー
ロジスティック本部 物流部

齋藤 雅之

商品開発本部 物流 物流担当マネジャー

物流戦略担当マネジャー
兼 ビジネス変革室 ビジネスリモデル担当

出沼 政典
高橋 宏行
室町 哲雄
林 祥史

商品開発本部 SCM 管理
SCM 管理担当マネジャー
商品開発本部 精肉加工センター
精肉担当マネジャー
商品開発本部 商品調達 デイリー担当マネジャー
商品開発本部 商品調達
グロサリー担当マネジャー

商品本部 グロサリー部 菓子担当マネジャー
フードスクエアカスミ千葉みなと店次長
商品本部 デイリー部 和風日配担当マネジャー
商品本部 デイリー部 洋風日配担当マネジャー

氏 名
武田 哲芳
小岩井 健一郎

新 役 職 名
商品開発本部 商品調達
グロサリー担当マネジャー
商品開発本部 商品調達
グロサリー担当マネジャー

旧 役 職 名
商品本部 グロサリー部 一般食品担当マネジャー
商品本部 グロサリー部 酒・ギフト担当マネジャー

山本 邦彦

商品開発本部 MD チーム 鮮魚担当マネジャー

商品本部 鮮魚部 鮮魚担当マネジャー

西村 和也

商品開発本部 MD チーム 精肉担当マネジャー

商品本部 精肉加工センター 精肉担当マネジャー

名越 淳一

商品開発本部 MD チーム 青果担当マネジャー

商品本部 青果部 野菜担当マネジャー

藤澤 英生

商品開発本部 MD チーム デリカ担当マネジャー

商品本部 デリカ部 デリカ担当バイヤー

長谷川 誠
宮窪 晴美
山田 実
前島 清
大里 光廣

商品開発本部 MD チーム
ベーカリー担当マネジャー

商品本部 デリカ部 ベーカリー担当マネジャー

商品開発本部 カスタマーマーケティング

営業企画本部 環境社会貢献部

カスタマーマーケティング担当マネジャー

カスタマーコミュニケーション担当マネジャー

ビジネス変革本部 情報システム
情報システム担当マネジャー
ビジネス変革本部 情報システム
情報システム担当マネジャー

人事付（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出向）
人事付（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出向）

ビジネス変革本部 制度設計

ソーシャルメディアコミュニケーション推進

制度設計担当マネジャー

担当マネジャー

ビジネス変革本部 制度設計
小野村 忍

制度設計担当マネジャー
兼 営業統括本部 人事コミュニケーション

業務企画本部 人事総務部 人事企画担当マネジャー

労務・給与担当マネジャー
小竹 哲郎

ビジネス変革本部 UX デザイン

開発本部 店舗開設部 用地開発担当マネジャー

UX デザイン担当マネジャー

兼 ビジネス変革室 ビジネスリモデル担当

ビジネス変革本部 ビジネスリモデル
福田 勝巳

ビジネスリモデル担当マネジャー
兼 営業統括本部 メンテナンス

開発本部 店舗企画部 店舗企画担当マネジャー

店舗企画担当マネジャー
戦略経営本部 共生社会推進
杉本 睦子

共生社会推進担当マネジャー
兼 商品開発本部 カスタマーマーケティング
カスタマーマーケティング担当マネジャー

営業企画本部 環境社会貢献部 食育担当マネジャー

氏 名
小島 雅弘
有馬 貴弘
鈴木 浩司
渡部 成史

新 役 職 名

旧 役 職 名

戦略経営本部 共生社会推進

営業企画本部 環境社会貢献部

共生社会推進担当マネジャー

環境社会貢献担当マネジャー

戦略経営本部 コーポレート

業務企画本部 経理財務部

経理財務担当マネジャー

店舗事務・買掛担当マネジャー

戦略経営本部 コーポレート

業務企画本部 経営企画部

予算管理・グループ管理担当マネジャー

グループ・予算管理担当マネジャー

戦略経営本部 コーポレート
経営企画・広報担当マネジャー

営業マネジメント蛻変プロジェクト担当マネジャー

以上

