
2009年 1月 9日 
 

組織変更および人事異動のお知らせ 
 
 

以下の通り、組織変更および人事異動を行いますのでお知らせいたします。 
 

記 
 

組織変更 
  
●実施日 2009年 1月 16日（金） 
 
 
≪営業本部≫ 
 
「店舗改革プロジェクト」を新設 
   
管理本部にある「再生プロジェクト」を名称変更し、店舗サポート部に設置して、 
既存店舗の構造改革を推進。個店ごとの改革スケジュールを明確にし、関連部門

との連携の中心となり、着実に実行を進める。 
 
 
【販売事業部】 
 
 「販売事業部」の一本化 
   
第一・第二販売事業部を一本化し、販売としての意思決定を速やかにして、業務 
の流れを円滑化する。 

 
 「大型店事業部」の新設 

 
エスパ事業部とアリオゾーンを統合し、共通の商品担当を配置。アリオのイト

ーヨーカドー自営店舗のマーチャンダイジング（MD）をエスパと統合させ、
MDの差異化を図る。 

 
【衣料事業部】 
 
 商品開発体制の強化 
 
・ SPA化を進め、質の高い競争力を持ったオリジナル商品を開発していくため
に、「商品開発部」の機能を強化し、名称を「衣料商品開発部」に変更する。 

 
・ 国内外の生産を統合管理し、取引先の絞込みを進めるとともに、素材開発  

チームを立ち上げ、商品の差異化を深耕させる。 
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【住居事業部】 
 
  商品開発体制の強化 
 
・ 寝装インテリアと生活雑貨のオリジナル商品開発を強化するため、「住居  

商品開発部」を設置し、現在の「住居海外担当」を統合する。 
 
・ バイヤーの市場調査・商品企画を受けて、商品設計から生産管理を実施する。 

 
【食品事業部】 
 
  地域MDの強化 
 
・ 「関西地域 MD担当」を強化し、商品開発担当、品質管理担当を配置して、
地域性を踏まえた商品開発や地場の産地開発を強化する。 

  
  スーパーバイザー（SV）担当の設置 
 
・ 鮮魚部、惣菜部に SV 担当を設置し、店舗の巡回や商品部情報の徹底、売場
マネジメント強化による生産性向上を図る。 

 
・ 上記 2 部門について全ゾーンに配置し、地方ゾーンは「地域 MD 担当」の   
所属とする。首都圏店舗の SV担当は、食品事業部の直属とする。 

 
 
 
≪開発本部≫ 
 
  テナント業務部、NSC開発部を「㈱モール・エスシー開発」に移管 
 
・ ㈱イトーヨーカ堂と㈱モール・エスシー開発に分断されている、テナント   
契約管理、プロパティ・マネジメントの機能を統合し、各店舗のテナント    
運営を円滑化させる。 

 
・ NSC（ネイバーフッドショッピングセンター＝近隣型商業施設）物件開発を、
㈱モール・エスシー開発に一本化する。 
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人事異動 
 
●実施日 2009年 1月 16日（金） 
 
 
＜役員クラス＞ 

氏  名 新  職 旧  職 

戸井 和久  執行役員 
 販売事業部長  第一販売事業部長 

 幅野 則幸  執行役員 
 衣料事業部長 

 執行役員 
 衣料事業部 副部長 

 片山 裕介 
 執行役員 
 店舗サポート部長 
（店舗改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 兼務）

 執行役員 
 衣料事業部長 

 遠藤 和男  執行役員 
 店舗開発室長  店舗開発室長 

 
 
 
＜部長クラス＞ 

氏  名 新  職 旧  職 

 横倉 安光  販売事業部 
 副部長  湘南・東海ゾーン ZM 

 内田 民生  大型店事業部長 
 （エスパ担当GM 兼務）  エスパ事業部 GM 

河西 和保  東北ゾーン ZM 中京・関西ゾーン ZM 

 加藤 盛行  中京・関西ゾーン ZM  埼京ゾーン ZM 
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 大久保 和美  埼京ゾーン ZM  船橋店 SM 

 中村 昭一  湘南・東海ゾーン ZM  大井町店 SM 

 田代 和則  トレーナー部 
衣住ﾊﾞｯｸﾙｰﾑ担当 GM  人事部 M 

 川村  宏  トレーナー部 
 生鮮担当 GM 

 生鮮トレーナー担当 
GM 

 野口 信行  大型店事業部 
 アリオ担当 GM  アリオゾーン ZM 

 新立 利也  VMD部 GM  店舗サポート部 GM 
 （VMD部 GM兼務） 

 鈴木 隆一  服飾部 SMD  東北ゾーン ZM 

 榊原 守正  NBショップ部 SMD  服飾部 SMD 

 栗原  秀  衣料DB部 GM  衣料地域MD CDB 

藤井 泰彦  衣料商品開発部 GM  商品開発部 GM 

 山田 祥男  QC室 食品担当 GM  浦和店 SM 

 小河 丈世  関西開発部 GM  関西開発部 M 
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 小海 長治  勤労厚生部 GM  勤労厚生部 M 

 植本  栄  人権啓発室 GM 人権啓発室 M 

 斉藤  博  アリオ亀有 支配人  藤沢店 SM 

 町田 哲男  ㈱ﾓｰﾙ･ｴｽｼｰ開発 出向 
（アリオ川口 支配人）  福山店 SM 

 近藤 悦啓  和光店 SM  営業本部 

 高木  浩  ㈱ﾓｰﾙ･ｴｽｼｰ開発 出向を解き、
 五香店 SM  ㈱ﾓｰﾙ･ｴｽｼｰ開発 出向 

 丸山 哲郎  鶴ヶ峰店 SM  衣料DB部 GM 

 永澤 孝典  横浜別所店 SM  テナント業務部 GM 

 染野 泰司  食品館新三郷店 SM  小岩店 SM 

 村元  洋  旭川店 SM  赤羽店 副店長 

 安富  厚  恵庭店 SM  多摩センター店 SM 

 辻村  隆  新川店 SM  エスパ衣料 CBY 
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 山村 安夫  琴似店 SM  西川口店 SM 

 早乙女 渡  帯広店 SM  姉崎店 SM 

 鍬田 明美  平店 SM  平店 副店長 

 永田 宏一  長野店 SM  臼井店 SM 

 石原 勇二  直江津店 SM  エスパ昭島店 副店長 

 長谷川 正欣  新潟丸大店 SM  新潟丸大店 副店長 

 吉澤  智  成都ｲﾄｰﾖｰｶ堂有限会社 
出向を解き、浦和店 SM 

 成都ｲﾄｰﾖｰｶ堂有限会社 
出向 

 三浦 健一  西川口店 SM  柏店 副店長 

 竹添 公一  坂戸店 SM  北見店 副店長 

 田中 祥次郎  上福岡東店 SM  和光店 SM  

 市村 理恵  立石店 SM  田無店 SM 

 舟橋 永祥  市原店 SM  津久野店 副店長 
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 斉藤  実  姉崎店 SM  安城店 副店長 

 佐々木 毅  小岩店 SM  新浦安店 副店長 

 秋山 孝之  船橋店 SM  武蔵小杉店 SM 

 長田  哲  我孫子店 SM  横浜別所店 SM 

 鈴木 幸雄  竜ヶ崎店 SM  ららぽーと横浜店 
副店長 

 山本 義岳  東村山店 SM  大和鶴間店 副店長 

 角田 有弘  府中店 SM  湘南台店 副店長 

 川田 幸一郎  武蔵境店 SM  国領店 SM 

 兼山  淳  たまプラーザ店 SM  立場店 副店長 

 大場 成晃  多摩センター店 SM  多摩センター店 副店長 

 中川 春美  武蔵小杉店 SM  八尾店 副店長 

 氏家 真也  新百合ヶ丘店 SM  武蔵境店 SM 
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 村田  浩  田無店 SM  静岡店 副店長 

 桜井 広幸  大井町店 SM  新百合ヶ丘店 SM 

 佐々木 康之  川崎港町店 SM  帯広店 SM 

 菅原 康則  南大沢店 SM  札幌店 SM 

 村田 健一  国領店 SM  琴似店 SM 

 青木 幹二  上大岡店 SM  川崎港町店 SM 

 井出 文典  藤沢店 SM  南大沢店 SM 

 荒木  靖  厚木店 SM  平店 SM 

 米澤 照江  刈谷店 SM  刈谷店 副店長 

 今村 一晴  知多店 SM  坂戸店 SM 

 柴山 貴行  鳴海店 SM  刈谷店 SM 

 渡邊 保弘  福山店 SM  府中店 SM 
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 室田 勝弘  札幌店 SM  深谷店 SM 

 玉林 明敏  埼玉センター CM  物流運営管理部 M 

 星野 浩良  杉戸センター CM  杉戸センター 
副センター長 

 
※ ZM：ゾーンマネジャー、SMD：シニアマーチャンダイザー、GM：総括マネジャー、  

SM：ストアマネジャー、CM：センターマスター、CBY：チーフバイヤー、     
CDB：チーフデストリビューター、M：マネジャー 
QC：クォリティコントロール、VMD：ビジュアルマーチャンダイジング、 
NB：ナショナルブランド 

 
以 上 
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