
 
 
 

 

 

２０２２年２月２８日 

株式会社カスミ 

 

人事異動のお知らせ 
 
 ２０２２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 旧役職名 

中島 豊 並木店店長 フードスクエアカスミ守谷テラス店店長 

井上 賢一 筑波店店長 フードスクエアカスミ美浦店次長 

横谷 博保 中村店店長 フードスクエアカスミ我孫子寿店店長 

尾形 真一 取手店店長 フードスクエアカスミ下館南店次長 

吉田 俊夫 
ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー鴻巣店 

ストアマネジャー 

ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー三郷店 

ストアマネジャー 

鈴木 喜昭 
ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー三郷店 

ストアマネジャー 
富士見ヶ丘店次長 

山本 信一 
フードスクエアカスミ土浦ピアタウン店

店長 
みどりの駅前店店長 

益子 雅次 フードスクエアカスミ那珂店店長 フードスクエアカスミひたちなか笹野店店長 

柆田 満春 常陸大宮店店長 フードスクエアカスミ那珂店店長 

野口 裕之 
ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー吹上店 

ストアマネジャー 
浅沼店次長 

曽我 玄宗 妻沼店店長 
ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー吹上店 

ストアマネジャー 

浅野 和久 
ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー常澄店 

ストアマネジャー 
妻沼店店長 

柴田 康仁 フードスクエアカスミ越谷大袋店店長 
ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー下妻東店 

ストアマネジャー 

木ノ内 裕人 千代田店店長 平須店店長 

中山 真寿美 平須店店長 
営業統括本部 販売改革  

店舗タスク・精肉デイリースーパーバイザー  

三浦 雄太 原山店店長 
フードスクエアカスミ越谷ツインシティ店 

店長 

林 博 みどりの駅前店店長 土浦駅前店店長 



 
 
 

 

 

氏名 新役職名 旧役職名 

宮本 一成 
ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー真壁店 

ストアマネジャー 

ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー真壁店 

ヴァイスストアマネジャー 

大久保 美穂 松ヶ丘店店長 並木店店長 

佐口 智彦 
フードスクエアカスミ 

イオンタウン守谷店店長 
フードスクエアカスミアルコ越谷店店長 

中嶋 義治 
フードスクエアカスミ 

イオンタウン水戸南店店長 
フードスクエアカスミ原馬室店店長 

瀬端 克浩 
ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー下妻東店 

ストアマネジャー 
水海道栄町店店長 

小田倉 重文 フードスクエアカスミ宮代店店長 フードスクエアカスミ川口前川店店長 

大橋 洋平 フードスクエアカスミ我孫子寿店店長 取手店店長 

永嶌 公生 フードスクエアカスミふじみ野店店長 
フードスクエアカスミ 

ライフガーデン東松山店店長 

坂口 滋利 
フードスクエアカスミ 

越谷ツインシティ店店長 
フードスクエアカスミ宮代店店長 

石本 憲行 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越谷大袋店店長 

持田 傑 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千葉みなと店店長 

飯田 勝利 フードスクエアカスミ柏中新宿店店長 
ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー常澄店 

ストアマネジャー 

仲村 和慶 
フードスクエアカスミ 

ライフガーデン東松山店店長 
フードスクエアカスミふじみ野店店長 

大和田 栄二 水海道栄町店店長 
ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー鴻巣店 

ストアマネジャー 

立原 裕文 フードスクエアカスミ千葉みなと店店長 フードスクエアカスミ柏中新宿店店長 

樫村 英樹 土浦駅前店店長 南町店店長 

藤田 高綱 
フードスクエアカスミひたちなか笹野店

店長 
フードスクエアカスミ新利根店店長 

今田 学 
フードスクエアカスミ江戸崎パンプ店 

店長 

ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー真壁店 

ストアマネジャー 

高倉 綾子 南町店店長 南町店次長 

下沼 孝夫 フードスクエアカスミ守谷テラス店店長 松ヶ丘店店長 

蛭間 貴広 フードスクエアカスミ稲毛海岸店店長 
営業統括本部 営業企画  

営業企画担当マネジャー 



 
 
 

 

 

氏名 新役職名 旧役職名 

渡部 成史 フードスクエアカスミ原馬室店店長 経営企画室 経営企画・広報担当マネジャー 

瀬尾 英明 フードスクエアカスミ新利根店店長 原山店店長 

小林 青郎 
フードスクエアカスミ 

ライフガーデンみどりの店店長 
土浦中神立店店長 

廣澤 史子 筑波大学店店長 筑波店店長 

斉藤 広史 土浦中神立店店長 千代田店店長 

粟井 彩香 
経営企画室 企画推進  

予算管理担当マネジャー 

商品開発本部 鮮魚ＭＤ 

鮮魚担当バイヤー 

山崎 浩央 
営業本部 ＯＭＯ推進 

店舗タスク・ＳＶ担当マネジャー 

営業統括本部 フードオフ 

店舗タスク・ＳＶ担当マネジャー 

塚田 和浩 
営業本部 ＯＭＯ推進 

店舗タスク・ＳＶ担当マネジャー 
営業統括本部 販売改革マネジャー 

福田 正司 
営業本部 ＯＭＯ推進 

オンラインデリバリー担当マネジャー 

ビジネス変革本部 ＵＸデザイン 

オンラインデリバリー担当マネジャー 

黒田 一路 
営業本部 ＯＭＯ推進 

移動販売担当マネジャー 

ビジネス変革本部 ＵＸデザイン 

オンラインデリバリー担当マネジャー 

会沢 潤一 
営業本部 ＯＭＯ推進 

移動販売担当マネジャー 
常陸大宮店店長 

君和田 勉 営業本部 ＳＣＭ 物流担当マネジャー 

ビジネス変革本部 ＵＸデザインマネジャー 

(兼)人事付（ユナイテッド・スーパーマーケッ

ト・ホールディングス(株)出向） 

板橋 淳子 
営業本部 カスタマーサクセス 

お客様相談担当マネジャー 

コンプライアンス統括室 

お客様相談担当マネジャー 

堀田 茂 
営業本部 営業企画 

販売促進担当マネジャー 

商品開発本部 精肉ＭＤ 

精肉担当マネジャー 

依田 詩子 
人事戦略部 人事教育 

教育・人材開発担当マネジャー 

商品開発本部 グロサリーＭＤ 

グロサリー担当マネジャー 

山崎 真弓 
人事戦略部 人事管理  

採用担当マネジャー 

営業統括本部 人事コミュニケーション 

トレーニングスクール担当 

渡部 直敬 
商品本部 鮮魚商品開発 

鮮魚担当マネジャー 

フードスクエアカスミ 

ライフガーデンみどりの店店長 

中村 郁夫 
商品本部 グロサリー商品調達 

グロサリー担当マネジャー 
人事付（(株)マルエツ出向） 



 
 
 

 

 

氏名 新役職名 旧役職名 

出沼 政典 
商品本部 グロサリー商品調達 

グロサリー担当マネジャー 

商品開発本部 ＳＣＭ管理 

ＳＣＭ管理担当マネジャー 

室町 哲雄 
商品本部 グロサリー商品調達 

グロサリー担当マネジャー 

商品開発本部 デイリーＭＤ 

デイリー担当マネジャー 

成井 宏平 
商品本部 デイリー商品調達 

デイリー担当マネジャー 

商品開発本部 地域商品 

地域商品担当マネジャー 

中島 由希子 
商品本部 地域商品開発 

地域商品担当マネジャー 

商品開発本部 青果ＭＤ 

青果担当バイヤー 

鈴木 延行 
店舗開発部 物件・テナント開発 

営繕管理担当マネジャー 

営業統括本部 メンテナンス 

施工管理担当マネジャー 

福田 勝己 
店舗開発部 店舗企画 

店舗企画担当マネジャー 

営業統括本部 店舗企画 

店舗企画担当マネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

小竹 哲郎 

店舗開発部 店舗企画 

店舗企画担当マネジャー 

(兼)人事付（ユナイテッド・スーパーマーケ

ット・ホールディングス(株)出向） 

営業統括本部 店舗企画 

店舗企画担当マネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

(兼)人事付（ユナイテッド・スーパーマーケッ

ト・ホールディングス(株)出向） 

 


