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東急ストアは 2 月 23 日開催の取締役会において、3 月 1 日付の組織の一部変更及び、役員の異動を下記
のとおり決議した。また、併せて一般の人事異動も実施する。
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東急ストア

「組織の一部変更と人事異動」
～ 役割と責任の明確化及び、迅速な意思決定が可能な体制に ～
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1. 組織改正の目的
　同業他社に加え、業種業態を超えた激しい競争
環境を見据え、来年度より始まる次期中期経営計
画をより強力に推進していくため、現営業統括本
部を役割と責任の明確化及び、迅速な意思決定が
可能な体制に改正し、更なる商品力、営業力の強
化を図るため。
　また、今後より一層深刻化する労働力の確保に対
し、抜本的な店舗業務の効率化を図ることが必要と
なることから、プロセスセンターの生産性向上を推
進するため。

（１）営業統括本部を「営業本部」へ改組する。
（２）営業本部に商品各部を統括する「商品統括室」
　　を配置し、商品全般の責任を担う。

（３）営業本部に営業各部、物流、グループ事業推進、
　　チェッカーサービスを統括する「店舗統括室」
　　を配置し、店舗全般の責任を担う。

（４）商品統括室の直轄として「ＰＣ推進プロジェク
　　ト」を新設し、プロセスセンターの企画および
　　運営管理業務を担う。

（５）営業本部の直轄として「営業企画部」を配置し、
　　販促計画の他、競合分析や顧客分析等商品・営
　　業における横断的な業務を担う。

2. 組織改正の内容

3. 人事異動（3 月 1 日付）
【執行役員】

新     職 旧     職 継　続　職 氏　名
専務執行役員 営業本部長 常務執行役員 営業統括本部長 大堀　左千夫
常務執行役員 営業本部副本部長
兼商品統括室長

執行役員 営業統括本部副本部長
兼ＭＤ推進室長 山形　美憲

常務執行役員 営業本部副本部長
兼店舗統括室長

執行役員 営業統括本部副本部長
兼店舗戦略室長 大堀　友二

商品統括室 推進プロジェクト部長 営業統括本部 生鮮食品部長
兼畜産部長 執行役員 高橋　正行

商品統括室 生鮮食品部長
兼水産部長 営業統括本部 グロサリー食品部長 執行役員 金子　智明

【執行役員の選任】
新     職 旧     職 継　続　職 氏　名

執行役員 コンプライアンス室長 中目黒本店長 松崎　優美子
執行役員
商品統括室 グロサリー食品部長 営業統括本部 ＭＤ推進室部長 川西　秀樹
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【執行役員の退任】

新     職 旧     職 継　続　職 氏　名
東光食品株式会社 代表取締役社長 執行役員 コンプライアンス室長 加藤　隆

新     職 旧     職 氏　名
経営統括室 総務部長 東光サービス株式会社出向 漢那　光治
商品統括室 商品企画部長 生鮮食品部 水産部長 寺井　紀樹
商品統括室 ＰＣ推進プロジェクト部長 物流部長 羽山　裕二
商品統括室 生鮮食品部 青果部長 生鮮食品部 青果課長 永田　孝行
商品統括室 生鮮食品部 畜産部長 デリカ食品部 デリカ食品課長 火山　充芳
商品統括室 デリカ食品部長 第六営業部長 金子　信一
店舗統括室 営業指導部長 第一営業部長 佐久間　一広
店舗統括室 第一営業部長 第三営業部長 村部　博之
店舗統括室 第二営業部長 第四営業部長 相田　毅
店舗統括室 第三営業部長 二子玉川ライズ店長 原　佳彦
店舗統括室 第四営業部長 第五営業部長 宇田川　正勝
店舗統括室 第五営業部長 第二営業部長 西山　誠一
店舗統括室 第六営業部長 戸塚店長 小林　賢治
店舗統括室 物流部長 構造改革プロジェクト課長 鈴木　克哉
中目黒本店長 杉田店長 横川　美菜子
あざみ野店長 金町店長 枇杷阪　元紀
すすき野店長 武蔵小杉店長 半田　耕一
宮前平店長 プレッセプレミアム 東京ミッドタウン店長 平本　稔昌
たまプラーザテラス店長 フードステーション 渋谷キャスト店長 村山　勇輝
二子玉川ライズ店長 経営統括室 人材戦略労務・厚生課長 南澤　光
パルム武蔵小山店長 中目黒本店 副店長 大内　哲也
学芸大学店長 グループ事業推進部 グループ事業推進課長 木村　嘉伸
清水台店長 金町店 副店長 大島　慎吾
目黒店長 高島平店 副店長 秋谷　洋一郎
つくし野店長 杉田店 副店長 村越　弘之
藤が丘店長 東林間店長 伊藤　正洋
東林間店長 東林間店 副店長 渡辺　泰男
町田店長 パルム武蔵小山店長 吉田　武
洋光台店長 フレルさぎ沼店 副店長 大長　祐二
杉田店長 宮前平店長 和川　幸夫
戸塚店長 戸塚店 副店長 佐々木　克広
金町店長 あざみ野店長 江田　孝二
プレッセ中目黒店長 フードステーション中延店長 両角　達哉
プレッセプレミアム東京ミッドタウン店長 つくし野店長 川瀬　崇
フードステーション中延店長 二子玉川ライズ店 副店長 水谷　典子
フードステーション渋谷キャスト店長 三鷹店 副店長 小林　智和

【一般人事】
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