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ライフコーポレーションは 1 月 10 日（水）、第六次中期経営計画の実行に向けた役員・執行役員・一般人
事異動および組織変更を以下の通り発表した。

惣　菜

精　肉精　肉
青　果青　果

鮮　魚鮮　魚

米　飯

【試読版】

ライフコーポレーション

「役員・執行役員・一般人事異動
および組織変更」
～ 第六次中期経営計画の実行に向けた異動及び組織変更 ～

2 0 � 8 年 0 � 月 � � 日
N O . F N J 2 0 � 8 － 試 読 版
Provided By Food Navigation Japan

Fo    dNavigation
http://www.foodnavigation.com

試
読
版

1
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1. 役員人事
【新 役 職 名】    　【氏          名】   【前 役 職 名】
代表取締役社長兼ＣＯＯ       代表取締役社長兼ＣＯＯ

（最高執行責任者）   　岩　崎　高　治　　　　　  （最高執行責任者）
兼営業統括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   兼営業統括本部長

専務取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　    専務取締役
開発統括兼秘書室長　　 　　　  　並　木　利　昭　　 　　   開発統括本部長
                                                            兼秘書室長兼渉外担当

常務取締役　　　　　　　　　　             　　　　　    常務取締役
営業副統括  　　　　　　　　　 　幸　　英　樹　　　　    営業統括本部副本部長

（商品担当）

常務取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   常務取締役
インフラ統括                    　角　野　　喬　　　        経営企画本部長
兼情報戦略本部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   兼新規事業担当　

常務取締役                      　森　下　留　寿            常務取締役
コーポレート統括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   管理統括本部長　

取締役　　　　　　　　　　　               　　　　　     取締役
コーポレート統括補佐　　　　   　内　田　良　一　　　　    管理統括本部副本部長
兼財経本部長　　　 　　                                    兼財経本部長
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【新 役 職 名】    　【氏          名】   【前 役 職 名】
取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   取締役
コンプライアンス本部長　　　   　西　村　寿　仁　　　　    内部監査本部長
兼法務・審査部長                                           兼法務・審査部長
兼コンプライアンス部長

【新 役 職 名】    　【氏          名】   【前 役 職 名】
上席執行役員　　　　　　　　   　中　島　　正　　　　　　  上席執行役員
設備・資財管理本部長                                       首都圏開発本部長

執行役員　　　　　　　　　 　　　 　　　　 　　　　　    執行役員
内部監査室長　　　　　　　　   　井　上　裕　治            総務本部長
          兼購買戦略室長

執行役員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   執行役員
近畿圏商品本部長　　　　　　   　中　川　義　規            近畿圏商品本部長
兼近畿圏畜産部長            　　　　　　　　　　　　　   兼近畿圏惣菜部長　　　　　　　
兼近畿圏惣菜部長

執行役員　　　　　　　　　                 　　　　　     執行役員
首都圏ＰＣ・物流本部長          　平　子　庄　博 　         首都圏商品本部　ＰＣ担当本部長
                                                                兼船橋プロセスセンター長

執行役員　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　    執行役員
近畿圏ＰＣ・物流本部長          　福　岡　昌　典            近畿圏商品本部副本部長
                                                                兼近畿圏農産部長
          兼近畿圏畜産部長

2. 執行役員人事

【新 役 職 名】    　【氏          名】   【前 役 職 名】
《営業推進本部関連》
営業推進本部長補佐              　加　藤　　崇              近畿圏営業企画部長
兼情報戦略本部　ＩＴ戦略部長

営業企画部長　　　　　　　　　 　皆　川　　剛　　　　　　  ネットビジネス部長

ＲＥ部長　　　　　　　　　　　 　依　田　　宏　　　　　　  首都圏営業企画部　担当部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ＲＥ担当）

近畿圏販売促進部長　　　　　　 　大　篠　達　也　　　　　  近畿圏第五ストア部長

3. 一般人事
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【新 役 職 名】    　【氏          名】   【前 役 職 名】
戦略ビジネス部長　　　　　　　 　榎　本　樹　道　　　　　  首都圏営業企画部長

《ＰＣ・物流本部関連》
営業統括　特命担当部長　　　　 　日　笠　　亮　　　　　　  営業統括本部　特命担当部長

ＰＣ・物流企画部長　　　　　　 　渋　谷　　剛　　　　　　  首都圏営業企画部　担当課長

船橋プロセスセンター長　　　　 　小　池　仁　之　　　　    船橋プロセスセンター　担当課長

近畿圏物流部長　　　　　　　　 　山　田　公　平　　　　　  近畿圏店舗サポート部長
兼堺物流センター所長　　　　　

南港プロセスセンター長　　　　 　廣　畑　義　弘　　　　　  ビオラル靭店　運営スタッフ

《開発本部関連》
首都圏開発本部長                　梅　木　　仁              首都圏開発本部副本部長
                                                                兼首都圏店舗開発部長

首都圏店舗開発部長　　　　　　 　高　橋　佳　幸　　　　　  首都圏店舗開発部　担当課長

首都圏テナント部長　　　　　　 　石　岡　泰　弘　　　　　  首都圏開発本部　担当部長

《設備・資財管理本部関連》

購買統括部長　　　　　　　　　 　尾　崎　　健　　　　　　  ライフフィナンシャルサービス出向

ＦＭ部長　　　　　　　　　　　 　石　蔵　伸　幸　　　　　  首都圏テナント部長

《財経・人事・総務本部関連》
コーポレート統括 特命担当部長   　末　吉　　薫　　　　　　  管理統括本部　特命担当部長
兼財務部長

人事本部長　　　　　　 　　                               人事本部　働き方改革担当本部長 
兼スマイルサポート室長          　谷　口　博　之　　　　　  兼スマイルサポート室長
    兼働き方改革担当

人事企画部長　　　　　　　　　 　内　海　由　勝　　　　　  人事本部　担当部長
兼人事企画課長

近畿圏人事部長　　　　　　　　 　桐　原　広　幸　　　　　  近畿圏人事部長
兼人財開発課長
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【新 役 職 名】    　【氏          名】   【前 役 職 名】
総務本部長    　林　　正　樹             人事本部長

首都圏総務部長　　　　　　　 　中　野　浩　彰　　　　　  首都圏総務部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  兼首都圏お客様サービス室長

近畿圏総務部長　　　　　　　　 　大　東　正　明　　　　　  近畿圏総務部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  兼近畿圏お客様サービス室長

《秘書室・広報部関連》
広報部長　　　　　　　　　　　 　宮　田　幸　一　　　　　  財務部長
兼ＩＲ課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   兼ＩＲ担当部長

社会・環境推進部長　　　　　　 　上　田　　隆　　　　　　  広報部長
兼渉外担当部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   兼社会・環境推進部長

《ライフフィナンシャルサービス関連》
ライフフィナンシャルサービス出向 　武　田　淳　司　　　　　  近畿圏食品日配部長

ライフフィナンシャルサービス出向 　安　藤　　崇　　　　　　  カード事業部長

《商品本部関連》
近畿圏農産部長   　小　坂　浩　二　　　　　  近畿圏第三ストア部長
　
近畿圏食品日配部長   　日　高　正　登　　　　　  福泉店長
兼加工食品課長

《ストア本部関連》
首都圏ストア本部副本部長       　海　野　紀　明            首都圏店舗サポート部長

首都圏ストア本部長補佐          　藤　田　　尚              首都圏ストアサポート本部長
兼首都圏第一ストア部長

首都圏第二ストア部長　　　　　 　松　村　　篤　　　　　　  首都圏第四ストア部長

首都圏第三ストア部長　　　　　 　中　島　　徹　　　　　　  セントラルスクエア押上駅前店長
　　
首都圏第四ストア部長　　　　　 　江　谷　朋　展　　　　　  首都圏第二ストア部長

首都圏第五ストア部長　　　　　 　川　村　博　紀　　　　　  首都圏第八ストア部長

首都圏第六ストア部長　　　　　　 　林　　　裕　　　　　　  首都圏第三ストア部長

首都圏第七ストア部長　　　　　 　赤　羽　宏　志　　　　　  首都圏第六ストア部長

首都圏第八ストア部長　　　　　 　関　口　昌　久　　　　　  首都圏第一ストア部長

首都圏第九ストア部長　　　　　 　松　本　政　典　　　　　  鎌倉大船モール店長
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【新 役 職 名】    　【氏          名】   【前 役 職 名】
首都圏第十ストア部長　　　　　 　尾　澤　朋　弘　　　　　  首都圏第五ストア部長

首都圏第十一ストア部長　　　　 　荻　野　康　弘　　　　　  首都圏第七ストア部長

首都圏第十二ストア部長　　　　 　新　井　広　議　　　　　  吉川駅前店長

首都圏店舗サポート部長　　　　 　新　井　伸　利　　　　　  営業統括本部　特命担当部長

近畿圏ストア本部副本部長       　岡　嵜　正　信            近畿圏ストアサポート本部長
兼近畿圏第一ストア部長
兼近畿圏店舗サポート部長

近畿圏第二ストア部長　　　　　 　山　口　茂　樹　　　　　  近畿圏第一ストア部長

近畿圏第三ストア部長　　　　　 　馬　越　秀　二　　　　　  弁天町店長

近畿圏第四ストア部長　　　　　 　安　達　康　博　　　　　  近畿圏販売促進部長

近畿圏第五ストア部長　　　　　 　長谷川　　隆　　　　　　  毛馬店長

近畿圏第六ストア部長　　　　　 　河　端　正　利　　　　　  なかもず店長

近畿圏第七ストア部長　　　　　 　田　中　進　一　　　　　  近畿圏第四ストア部長

近畿圏第八ストア部長　　　　　 　水　田　優　章　　　　　  近畿圏第八ストア部長

近畿圏第九ストア部長　　　　　 　赤　井　雅　則　　　　　  近畿圏第九ストア部長

近畿圏第十ストア部長　　　　　 　辻　村　良　平　　　　　  なんば店長

近畿圏第十一ストア部長　　　　 　大　森　雅　之　　　　　  近畿圏第六ストア部長

近畿圏第十二ストア部長　　　　 　平　井　章　嗣　　　　　  近畿圏第七ストア部長

近畿圏第十三ストア部長　　　　 　赤　井　明　登　　　　　  香里園店長

近畿圏第十四ストア部長　　　　 　坂　本　　満　　　　　　  セントラルスクエア西宮原店長

《店長関連》
セントラルスクエア押上駅前店長　  　松　原　雅　昭　　　　　  江北駅前店長

江北駅前店長　　　　　　　　　 　高　橋　友　久　　　　　  浅草店長

浅草店長　　　　　　　　　　　 　山　浦　将　之　　　　　  増尾店長

増尾店長　　　　　　　　　　　 　岡　村　　学　　　　　　  中原井田店長

20�8 年 0� 月 �� 日   ／   NO. FNJ20�8 －試読版http://www.foodnavigation.com/Fo    dNavigation

㈱フードナビゲーションジャパンの許可なく当該掲載記事及び写真等の複製・転載・変更・譲渡・販売・出版・当媒体を利用して
の営業活動等、著作権法および当利用規約に反する行為を禁ずる。 Copyright（C）2011 Food Navigation Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.



�

惣　菜

精　肉精　肉
青　果青　果

鮮　魚鮮　魚

米　飯

【試読版】

6

【新 役 職 名】    　【氏          名】   【前 役 職 名】
中原井田店長　　　　　　　　　 　山　本　一　雄　　　　　  クロスガーデン調布店 副店長

吉川駅前店長　　　　　　　　　 　佐々木　年　男　　　　　  中野駅前店長

中野駅前店長　　　　　　　　　 　山　崎　孝　司　　　　　  仲宿店長

仲宿店長　　　　　　　　　　　 　川　﨑　浩　樹　　　　　  落合南長崎駅前店長

落合南長崎駅前店長　　　　　　 　金　子　慎一朗　　　　　  大崎ニューシティ店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    兼ドラッグプラス品川御殿山店長   

大崎ニューシティ店長　　　　　 　清　水　康　夫　　　　　  目黒大橋店長
兼ドラッグプラス品川御殿山店長

目黒大橋店長　　　　　　　　　 　佐々木　誠　司　　　　　  菊川店長

菊川店長　　　　　　　　　　　 　高　城　　太　　　　　　  大森南店長

大森南店長　　　　　　　　　　 　一　瀬　達　彦　　　　　  江北駅前店　副店長
　
鎌倉大船モール店長　　　　　　 　綿　貫　俊　行　　　　　  千川駅前店長

千川駅前店長　　　　　　　　　 　外　崎　　孝　　　　　　  平和台店長

平和台店長　　　　　　　　　　 　高　橋　　稔　　　　　　  深川猿江店長

深川猿江店長　　　　　　　　　 　北　澤　英　一　　　　　  ポンテポルタ千住店長

ポンテポルタ千住店長　　　　　 　後　藤　敏　之　　　　　  竹の塚店長

竹の塚店長　　　　　　　　　　 　川　口　　忍　　　　　　  宮崎台店長

宮崎台店長　　　　　　　　　　 　成　道　仁　士　　　　　  相模原モール店長

相模原モール店長　　　　　　　 　塩　野　宗　和　　　　　  宮内二丁目店　副店長

東府中店長　　　　　　　　　　 　室　屋　成　志　　　　　  大倉山店長

大倉山店長　　　　　　　　　　 　帆　刈　一　広　　　　　  有馬五丁目店長

有馬五丁目店長　　　　　　　　　 　藤　　寛　明　　　　　  経堂店　副店長

亀戸店長　　　　　　　　　　　 　山　川　康　好　　　　　  赤塚店長

赤塚店長　　　　　　　　　　　 　加　藤　雅　章　　　　　  奥戸街道店長
　　
奥戸街道店長　　　　　　　　　 　大　内　信　之　　　　　  奥戸店　副店長
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【新 役 職 名】    　【氏          名】   【前 役 職 名】　　
弁天町店長　　　　　　　　　　 　中　井　　徹　　　　　　  太融寺店長

太融寺店長　　　　　　　　　　 　抜　居　宏　章　　　　　  御幣島店長

御幣島店長　　　　　　　　　　 　大久保　弘　樹　　　　　  出屋敷店長

出屋敷店長　　　　　　　　　　 　坂　井　英　治　　　　　  北白川店長

北白川店長　　　　　　　　　　 　安　達　康　弘　　　　　  セントラルスクエア森ノ宮店長

セントラルスクエア森ノ宮店長　 　山　出　泰　啓　　　　　  住吉店長
　　
住吉店長　　　　　　　　　　　 　瀬　在　宏　之　　　　　  近畿圏物流部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  兼堺物流センター所長

福泉店長　　　　　　　　　　　 　山　下　智　幸　　　　　  四天王寺店長

四天王寺店長　　　　　　　　　 　渡　邉　一　弘　　　　　  滝谷店　副店長

なんば店長　　　　　　　　　　 　松　井　康　至　　　　　  門真店長

門真店長　　　　　　　　　　　 　山　村　　崇　　　　　　  太秦店長

太秦店長　　　　　　　　　　　 　柳　田　雅　也　　　　　  二条駅前店長

二条駅前店長　　　　　　　　　 　加　藤　由　成　　　　　  西大橋店長

西大橋店長　　　　　　　　　　 　中　川　憲　一　　　　　  杭全店長

杭全店長　　　　　　　　　　　 　関　口　　誠　　　　　　  百舌鳥店長

百舌鳥店長　　　　　　　　　　 　藤　木　基　一　　　　　  住吉店　副店長

なかもず店長　　　　　　　　　 　浅　野　和　宏　　　　　  羽曳野西浦店長

羽曳野西浦店長　　　　　　　　 　吉　川　義　晴　　　　　  御所店長

御所店長　　　　　　　　　　　 　吉　田　元　彦　　　　　  大淀店長

大淀店長　　　　　　　　　　　　 　辻　　廣　善　　　　　  学園前店長

学園前店長　　　　　　　　　　 　武　部　隆　二　　　　　  セントラルスクエア北畠店長

セントラルスクエア北畠店長　　 　松　尾　健　次　　　　　  阿波座駅前店長
　　
阿波座駅前店長　　　　　　　　 　杉　谷　　誠　　　　　　  本山店長
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＜ 2 月 1 日付＞

【新 役 職 名】    　【氏          名】   【前 役 職 名】　
本山店長　　　　　　　　　　　 　多　田　浩　二　　　　　  大国町店長

大国町店長　　　　　　　　　　 　小　田　隆　直　　　　　  生野林寺店長

生野林寺店長　　　　　　　　　 　中　東　隆　博　　　　　  玉串店　副店長

セントラルスクエア西宮原店長　 　小　場　雅　夫　　　　　  関目店長

関目店長　　　　　　　　　　　 　山　下　孝　治　　　　　  神戸駅前店長

神戸駅前店長　　　　　　　　　 　山　縣　康　彦　　　　　  東淡路店長

東淡路店長　　　　　　　　　　 　生　野　敏　広　　　　　  浜甲子園店長

浜甲子園店長　　　　　　　　　　 　奥　　正　精　　　　　  三津屋店長

三津屋店長　　　　　　　　　　 　朝　倉　克　己　　　　　  近畿圏第二ストア部長

香里園店長　　　　　　　　　　 　井　上　　学　　　　　　  寝屋川店長

寝屋川店長　　　　　　　　　　 　桑　原　宏　文　　　　　  西田辺店長

西田辺店長　　　　　　　　　　 　黒　岡　義　和　　　　　  セントラルスクエア森ノ宮店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  副店長

毛馬店長　　　　　　　　　　　　 　泉　　善　大　　　　　  南港プロセスセンター長

西淡路店長　　　　　　　　　　 　和　泉　正　之　　　　　  西天下茶屋店長

西天下茶屋店長　　　　　　　　 　高　橋　辰　弥　　　　　  崇禅寺店　副店長

【新 役 職 名】    　【氏          名】   【前 役 職 名】　
蕨駅前店長　　　　　　　　　　 　八　木　　彰　　　　　　  武蔵小山店長

武蔵小山店長　　　　　　　　　 　渡　辺　　純　　　　　　  高津新作店長

高津新作店長　　　　　　　　　 　小　竹　　功　　　　　　  吉祥寺駅南店長

吉祥寺駅南店長　　　　　　　　 　下　田　宣　親　　　　　  毛呂山店　副店長
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（1）目的
第六次中期経営計画の実行に向けて、スピーディーかつ東西で統制のとれた運営体制にするとともに、コンプ
ライアンス体制を強化する。

（2）内容
3 統括本部制を廃止し、各本部を営業、インフラ、開発、コーポレートに分類し、各々を統括する役員を配置する。
　【営業統括】
　①営業推進本部の下に、戦略ビジネス部と RE 部を新設する。
　②営業統括本部の首都圏営業企画部と近畿圏営業企画部を統合して営業企画部とし、営業推進本部の下に移
　　管する。
　③首都圏ストアサポート本部および近畿圏ストアサポート本部を廃止し、その配下の首都圏店舗サポート部
　　を首都圏ストア本部に、近畿圏店舗サポート部を近畿圏ストア本部に移管する。
　④首都圏ストア部を 8 ストア部から 12 ストア部に、近畿圏ストア部を 9 ストア部から 14 ストア部に再編
　　する。

　【インフラ統括】
　①インフラ統括の下に、情報戦略本部、首都圏ＰＣ・物流本部、近畿圏ＰＣ・物流本部、ＰＣ・物流企画部
　　を新設する。
　②首都圏ＰＣ・物流本部および近畿圏ＰＣ・物流本部の下に物流部、各ＰＣを設置する。
　③情報戦略本部にＩＴ戦略部を新設し、廃止される管理統括本部からシステム企画部を移管する。

　【開発統括】
　開発統括の下に設備・資財管理本部を新設し、その下に購買統括部、ＦＭ部を新設する。

　【コーポレート統括】
　①コーポレート統括の下にコンプライアンス本部およびコンプライアンス部を新設し、社長直轄から法務・
　　審査部を移管する。
　②経営企画本部を廃止し、コーポレート統括の下に経営企画部を移管する。
　③人事本部に人事企画部を新設する。
　④首都圏お客様サービス室、近畿圏お客様サービス室の業務を首都圏総務部、近畿圏総務部に移管する。

　【その他】
ＩＲ機能を財務部から広報部に移管する。

（3）実施日
2018 年 1 月 16 日より

4. 組織変更
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