
 INFORMATION
 

2016年3月16日 

 

組織変更および人事異動について 

 

イズミヤ株式会社(本社：大阪市西成区、社長：四條 晴也) の組織変更および役員人事、一般人事について、下

記のとおりお知らせいたします。 

 

1． 組織変更について [2016 年 4 月 1 日付] 

（1）営業支援部、プロト推進部を統合し、食事業推進部を設置する。 

（2）食事業推進部内にオペレーション担当、MD担当を配置する。 

（3）衣住事業部を廃止し、衣料事業部、住関事業部を設置する。 

（4）衣住計画部を廃止し、衣料計画部、住関計画部を設置する。 

（5）衣料事業部内に衣料マーケティング担当、住関事業部内に住関マーケティング担当を配置する。 

（6）営業政策部内に販促・カード担当を配置する。 

（7）食品事業化担当を廃止する。 

（8）店舗再編プロジェクト担当を廃止する。 

（9）店舗開発部内に店舗開発担当を配置する。 

 

 

2． 役員人事について [2016 年 4 月 1 日付]         ※役員の昇任・新任については再掲 

新職 氏名 現職 

取締役常務執行役員 店舗運営事業部長  

兼 スーパーセンター事業部長 

平木 健之 取締役上席執行役員 店舗運営事業部長 

兼 スーパーセンター事業部長、営業支援部管掌

取締役上席執行役員 開発本部長  

兼 店舗開発部長 

仲西 清  取締役上席執行役員 開発本部長 

執行役員 住関事業部長 兼 衣料事業部長

兼 住関商品統括部長 

村井 達央 執行役員 衣住事業部長  

兼 住関商品統括部長 

執行役員 食品事業部副部長  

兼 生鮮デリカ商品統括部長 

福田 耕三 執行役員 食品事業化担当部長 

兼 生鮮デリカ商品統括部長  

兼 PC運営部長 

執行役員 店舗運営事業部副部長  

兼 第4エリア統括部長 

北川 修司 第 4エリア統括部長 

執行役員 食事業推進部長 道家 繁行 コスト効率推進室長 
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3．店長・部室長の人事異動について [2016年4月1日付] 

新職 氏名 旧職 備考 

洛北店長 中西 忠昭 
ステーショナリー＆リビング部  

担当部長 
  

デイリーカナート天下茶屋店長 打浪 達也 今福店長   

今福店長 柳瀬 善徳 加工食品部 担当部長   

和歌山店長 堀 精二 第1エリア統括部   

白梅町店長 塩野 俊幸 淡路店長   

淡路店長 倉田 裕史 デイリーカナート桂坂店長   

デイリーカナート桂坂店長 臼野 貴晴 第4エリア統括部 新任 

和泉中央店長 中島 雄二 宮崎店長   

宮崎店長 吉澤 憲男 若江岩田店長   

若江岩田店長 関野 隆之 平野店長   

平野店長 山下 知之 デイリーカナート橿原神宮前店長   

デイリーカナート橿原神宮前店長 和田 耕司 デイリーカナート玉手店長   

デイリーカナート玉手店長 塚本 高志 和歌山店次長 新任 

スーパーセンター紀伊川辺店長 佐々木 俊明 百舌鳥店長   

百舌鳥店長 清水 公一 まるとく市場井高野店長   

まるとく市場井高野店長 成次 孝子 スーパーセンター八幡店次長 新任 

西宮ガーデンズ店長 浅田 智史 多田店長   

多田店長 赤瀬 功 デイリーカナート鵯越町店長   

デイリーカナート鵯越町店長 酒井 学 デイリーカナート杭瀬店長   

デイリーカナート杭瀬店長 松本 貴志 スーパーセンター広陵店次長 新任 

伏見店長 西村 隆 阪和堺店長   

阪和堺店長 今西 久幸 小林店次長 新任 

長岡店長 冷泉 龍夫 デイリーカナート新大宮店長   

デイリーカナート新大宮店長 北 和孝 プロト推進部 新任 

泉佐野店長 番野 裕文 デイリーカナート原山台店次長 新任 

まるとく市場門真南店長 向井 真樹 西宮ガーデンズ店次長 新任 

デイリーカナート山田西店長 小西 則和 古市店次長 新任 

デイリーカナートららぽーとEXPOCITY店長 日原 英樹 デイリーカナート堀川丸太町店長   

デイリーカナート堀川丸太町店長 朝野 博 まるとく市場浜田町店長  

まるとく市場浜田町店長 森本 英輝 デイリーカナート豊新店長  
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新職 氏名 旧職 備考 

デイリーカナート豊新店長 小林 浩志 松原店次長 新任 

東寝屋川店長 秋山 俊和 庄内店長  

庄内店長 仲神 正訓 デイリーカナート松原中央店次長 新任 

交野店長 内田 貴夫 デイリーカナート上新田店長  

デイリーカナート上新田店長 高橋 巧 スーパーセンター堅田店次長 新任 

コスト効率推進室長 櫻木 史郎 洛北店長   

監査室長 藤田 厚司 人事総務部 人事労務担当部長   

食事業推進部 オペレーション担当部長 古角 浩一 営業支援部長   

食事業推進部 MD担当部長 中内 佳宏 プロト推進部長   

営業政策部長 大杉 正之 食品計画部長   

営業政策部 販促・カード担当部長 湯浅 智博 衣住計画部 新任 

関東統括部 担当副部長 瀬野 達也 関東統括部 新任 

食品計画部長 森田 元庸 営業政策部 新任 

グロサリー商品統括部長  

兼 加工食品部 担当部長 
正者 成朗 グロサリー商品統括部長  

PC運営部 担当部長 藤田 昌克 PC運営部 新任 

水産部 担当部長 椎谷 浩 水産部 新任 

惣菜部 担当部長 村瀬 満宏 惣菜部 新任 

住関事業部 住関マーケティング担当部長  

兼 衣料事業部 衣料マーケティング担当部長 
小寺 雅之 店舗再編プロジェクト担当部長  

衣料計画部長 大林 義尚 交野店長  

住関計画部長 兼 コンセ部 担当部長 内畠 健雄 衣住計画部長 兼 コンセ部 担当部長  

ステーショナリー＆リビング部 担当部長 北出 泰弘 ホーム・ファニシング部 担当部長  

ホーム・ファニシング部 担当部長 長田 昇 衣住計画部 新任 

店舗開発部 店舗開発担当部長 中村 範廣 店舗開発部 新任 

人事総務部 人事労務担当部長 片貝 友信 人事総務部 人事労務担当 新任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考】2016 年 4 月 1 日付の役員体制 

（1）取締役・監査役 

役職 氏名 委嘱 

代表取締役社長  四條 晴也  

取締役 椙岡 俊一  

取締役 鈴木 篤  

取締役 黒松 弘育  

取締役専務執行役員  

 

片岡 慶之 総合企画室長 

グループ統括室管掌、コスト効率推進室管掌 

取締役専務執行役員  和田 裕 営業本部長 

取締役常務執行役員  佐桑 勇  管理本部長 兼 システム管理部長 

取締役常務執行役員  平木 健之 店舗運営事業部長 兼 スーパーセンター事業部長

取締役上席執行役員  仲西 清  開発本部長 兼 店舗開発部長 

取締役上席執行役員  田渕 正純 食品事業部長  

監査役 和田 実  

監査役 小西 敏允  

（2）執行役員 

役職 氏名 委嘱 

執行役員 牧口 弘二 グループ統括室長 

執行役員 村井 達央 住関事業部長 兼 衣料事業部長  

兼 住関商品統括部長 

執行役員 西谷 克也 関東統括部長  

執行役員 岸野 浩和 人事総務部長 

執行役員 福田 耕三 食品事業部副部長 兼 生鮮デリカ商品統括部長 

執行役員 北川 修司 店舗運営事業部副部長 兼 第4エリア統括部長 

執行役員 道家 繁行 食事業推進部長 

執行役員 奥田 孝之 （蘇州泉屋百貨有限公司総経理） 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報室  TEL：06－6367－3181 

イズミヤ株式会社 人事総務部 広報担当       TEL：06－6657－3310 
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