
　平成２７年２月２４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　平成２７年２月２４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　平成２７年２月２４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　平成２７年２月２４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

とおり決議致しました。併せて一般の人事異動を行いますのでお知らせ致します。とおり決議致しました。併せて一般の人事異動を行いますのでお知らせ致します。とおり決議致しました。併せて一般の人事異動を行いますのでお知らせ致します。とおり決議致しました。併せて一般の人事異動を行いますのでお知らせ致します。

１．組織改正の内容＜３月１日付＞１．組織改正の内容＜３月１日付＞１．組織改正の内容＜３月１日付＞１．組織改正の内容＜３月１日付＞

　レジ・サービスカウンターにおける“お客様にストレスを感じさせないレジ運営の対応”、“レジ部門の　レジ・サービスカウンターにおける“お客様にストレスを感じさせないレジ運営の対応”、“レジ部門の　レジ・サービスカウンターにおける“お客様にストレスを感じさせないレジ運営の対応”、“レジ部門の　レジ・サービスカウンターにおける“お客様にストレスを感じさせないレジ運営の対応”、“レジ部門の

業務内容や要員配置の適正化による生産性向上”及び“新しいレジシステムの研究・開発”を推進するため、業務内容や要員配置の適正化による生産性向上”及び“新しいレジシステムの研究・開発”を推進するため、業務内容や要員配置の適正化による生産性向上”及び“新しいレジシステムの研究・開発”を推進するため、業務内容や要員配置の適正化による生産性向上”及び“新しいレジシステムの研究・開発”を推進するため、

『チェッカーサービス室』を新設『チェッカーサービス室』を新設『チェッカーサービス室』を新設『チェッカーサービス室』を新設

２．取締役の役職変更＜３月１日付＞２．取締役の役職変更＜３月１日付＞２．取締役の役職変更＜３月１日付＞２．取締役の役職変更＜３月１日付＞

新     職新     職新     職新     職 継　続　職継　続　職継　続　職継　続　職 氏　名氏　名氏　名氏　名

▽▽▽▽ 代表取締役社長 社長執行役員代表取締役社長 社長執行役員代表取締役社長 社長執行役員代表取締役社長 社長執行役員 須須須須 田田田田 清清清清

※代表取締役社長の異動はございません※代表取締役社長の異動はございません※代表取締役社長の異動はございません※代表取締役社長の異動はございません

３．執行役員の異動＜３月１日付＞３．執行役員の異動＜３月１日付＞３．執行役員の異動＜３月１日付＞３．執行役員の異動＜３月１日付＞

新     職新     職新     職新     職 継　続　職継　続　職継　続　職継　続　職 氏　名氏　名氏　名氏　名

▽常務執行役員▽常務執行役員▽常務執行役員▽常務執行役員

　営業統括本部長　営業統括本部長　営業統括本部長　営業統括本部長

塩塩塩塩 路路路路 茂茂茂茂

▽営業統括本部副本部長▽営業統括本部副本部長▽営業統括本部副本部長▽営業統括本部副本部長

　兼営業統括本部ＭＤ推進室長　兼営業統括本部ＭＤ推進室長　兼営業統括本部ＭＤ推進室長　兼営業統括本部ＭＤ推進室長

執行役員執行役員執行役員執行役員 山山山山 形形形形 美美美美 憲憲憲憲

▽営業統括本部▽営業統括本部▽営業統括本部▽営業統括本部

　店舗戦略室長　店舗戦略室長　店舗戦略室長　店舗戦略室長

執行役員執行役員執行役員執行役員

営業統括本部副本部長営業統括本部副本部長営業統括本部副本部長営業統括本部副本部長

大大大大 堀堀堀堀 左左左左 千千千千 夫夫夫夫

▽営業統括本部▽営業統括本部▽営業統括本部▽営業統括本部

　グロサリー食品部長　グロサリー食品部長　グロサリー食品部長　グロサリー食品部長

執行役員執行役員執行役員執行役員 大大大大 堀堀堀堀 友友友友 二二二二

４．執行役員の選任＜３月１日付＞４．執行役員の選任＜３月１日付＞４．執行役員の選任＜３月１日付＞４．執行役員の選任＜３月１日付＞

新     職新     職新     職新     職 継　続　職継　続　職継　続　職継　続　職 氏　名氏　名氏　名氏　名

▽執行役員▽執行役員▽執行役員▽執行役員

　コンプライアンス室長　コンプライアンス室長　コンプライアンス室長　コンプライアンス室長

加加加加 藤藤藤藤 隆隆隆隆

▽執行役員▽執行役員▽執行役員▽執行役員

　営業統括本部 生鮮食品部長　営業統括本部 生鮮食品部長　営業統括本部 生鮮食品部長　営業統括本部 生鮮食品部長

生鮮食品部畜産部長生鮮食品部畜産部長生鮮食品部畜産部長生鮮食品部畜産部長 高高高高 橋橋橋橋 正正正正 行行行行

５．執行役員の退任＜２月２８日付＞５．執行役員の退任＜２月２８日付＞５．執行役員の退任＜２月２８日付＞５．執行役員の退任＜２月２８日付＞

新     職新     職新     職新     職 継　続　職継　続　職継　続　職継　続　職 氏　名氏　名氏　名氏　名

▽株式会社東光フローラ▽株式会社東光フローラ▽株式会社東光フローラ▽株式会社東光フローラ

　代表取締役社長　代表取締役社長　代表取締役社長　代表取締役社長

神神神神 木木木木 良良良良 和和和和

▽東光サービス株式会社▽東光サービス株式会社▽東光サービス株式会社▽東光サービス株式会社

　代表取締役社長　代表取締役社長　代表取締役社長　代表取締役社長

伊伊伊伊 藤藤藤藤 隆隆隆隆

※執行役員退任の２名は、３月１日付で代表取締役社長に就任予定※執行役員退任の２名は、３月１日付で代表取締役社長に就任予定※執行役員退任の２名は、３月１日付で代表取締役社長に就任予定※執行役員退任の２名は、３月１日付で代表取締役社長に就任予定

平成27年2月25日平成27年2月25日平成27年2月25日平成27年2月25日

　　株式会社東急ストア　　株式会社東急ストア　　株式会社東急ストア　　株式会社東急ストア

記記記記

組織の一部変更と人事異動について　組織の一部変更と人事異動について　組織の一部変更と人事異動について　組織の一部変更と人事異動について　

（執行役員（執行役員（執行役員（執行役員

　コンプライアンス室長）　コンプライアンス室長）　コンプライアンス室長）　コンプライアンス室長）

（執行役員（執行役員（執行役員（執行役員

　経営統括室副室長　経営統括室副室長　経営統括室副室長　経営統括室副室長

　兼人材戦略部長）　兼人材戦略部長）　兼人材戦略部長）　兼人材戦略部長）

旧     職旧     職旧     職旧     職

（営業統括本部（営業統括本部（営業統括本部（営業統括本部

　グロサリー食品部長）　グロサリー食品部長）　グロサリー食品部長）　グロサリー食品部長）

旧     職旧     職旧     職旧     職

（営業統括本部長）（営業統括本部長）（営業統括本部長）（営業統括本部長）

旧     職旧     職旧     職旧     職

（執行役員（執行役員（執行役員（執行役員

　営業統括本部副本部長　営業統括本部副本部長　営業統括本部副本部長　営業統括本部副本部長

　兼店舗戦略室長）　兼店舗戦略室長）　兼店舗戦略室長）　兼店舗戦略室長）

旧     職旧     職旧     職旧     職

（営業統括本部（営業統括本部（営業統括本部（営業統括本部

  ＭＤ推進室長）  ＭＤ推進室長）  ＭＤ推進室長）  ＭＤ推進室長）

（営業統括本部（営業統括本部（営業統括本部（営業統括本部

　生鮮食品部長兼水産部長）　生鮮食品部長兼水産部長）　生鮮食品部長兼水産部長）　生鮮食品部長兼水産部長）

（経営統括室 総務部長）（経営統括室 総務部長）（経営統括室 総務部長）（経営統括室 総務部長）



６．一般の異動＜３月１日付＞６．一般の異動＜３月１日付＞６．一般の異動＜３月１日付＞６．一般の異動＜３月１日付＞

氏　名氏　名氏　名氏　名

黒黒黒黒 川川川川 健健健健 介介介介

佐佐佐佐 々々々々 木木木木 実実実実

栂栂栂栂 野野野野 賢賢賢賢 一一一一

荻荻荻荻 原原原原 尚尚尚尚 俊俊俊俊

松松松松 村村村村 康康康康 一一一一

原原原原 佳佳佳佳 彦彦彦彦

西西西西 山山山山 誠誠誠誠 一一一一

金金金金 子子子子 信信信信 一一一一

羽羽羽羽 山山山山 裕裕裕裕 二二二二

吉吉吉吉 田田田田 稔稔稔稔

西西西西 山山山山 忠忠忠忠 弘弘弘弘

江江江江 田田田田 孝孝孝孝 二二二二

矢矢矢矢 島島島島 誠誠誠誠 一一一一

松松松松 崎崎崎崎 優優優優 美美美美 子子子子

長長長長 谷谷谷谷 部部部部 亮亮亮亮

佐佐佐佐 々々々々 木木木木 浩浩浩浩 弥弥弥弥

枇枇枇枇 杷杷杷杷 阪阪阪阪 元元元元 紀紀紀紀

相相相相 田田田田 毅毅毅毅

小小小小 池池池池 英英英英 雄雄雄雄

▽大岡山店長▽大岡山店長▽大岡山店長▽大岡山店長 （経営統括室人材戦略 課長）（経営統括室人材戦略 課長）（経営統括室人材戦略 課長）（経営統括室人材戦略 課長）

▽営業統括本部 物流部長▽営業統括本部 物流部長▽営業統括本部 物流部長▽営業統括本部 物流部長 （営業統括本部 物流部課長）（営業統括本部 物流部課長）（営業統括本部 物流部課長）（営業統括本部 物流部課長）

▽開発管理室 施設管理部長▽開発管理室 施設管理部長▽開発管理室 施設管理部長▽開発管理室 施設管理部長 （開発管理室 施設管理課長）（開発管理室 施設管理課長）（開発管理室 施設管理課長）（開発管理室 施設管理課長）

▽フレル・ウィズ自由が丘店長▽フレル・ウィズ自由が丘店長▽フレル・ウィズ自由が丘店長▽フレル・ウィズ自由が丘店長 （プレッセプレミアム東京ミッドタウン店長）（プレッセプレミアム東京ミッドタウン店長）（プレッセプレミアム東京ミッドタウン店長）（プレッセプレミアム東京ミッドタウン店長）

▽中央林間店長▽中央林間店長▽中央林間店長▽中央林間店長 （フレル・ウィズ自由が丘店長）（フレル・ウィズ自由が丘店長）（フレル・ウィズ自由が丘店長）（フレル・ウィズ自由が丘店長）

▽株式会社東光フローラ出向▽株式会社東光フローラ出向▽株式会社東光フローラ出向▽株式会社東光フローラ出向 （営業統括本部 グループ事業推進部長）（営業統括本部 グループ事業推進部長）（営業統括本部 グループ事業推進部長）（営業統括本部 グループ事業推進部長）

▽不動前店長▽不動前店長▽不動前店長▽不動前店長 （五反田店 副店長）（五反田店 副店長）（五反田店 副店長）（五反田店 副店長）

▽長原店長▽長原店長▽長原店長▽長原店長 （営業統括本部 実用品部課長）（営業統括本部 実用品部課長）（営業統括本部 実用品部課長）（営業統括本部 実用品部課長）

▽営業統括本部 第二営業部長▽営業統括本部 第二営業部長▽営業統括本部 第二営業部長▽営業統括本部 第二営業部長

　兼構造改革プロジェクト業務　兼構造改革プロジェクト業務　兼構造改革プロジェクト業務　兼構造改革プロジェクト業務

（営業統括本部 第二営業部長）（営業統括本部 第二営業部長）（営業統括本部 第二営業部長）（営業統括本部 第二営業部長）

▽営業統括本部 第七営業部長▽営業統括本部 第七営業部長▽営業統括本部 第七営業部長▽営業統括本部 第七営業部長 （あざみ野店長）（あざみ野店長）（あざみ野店長）（あざみ野店長）

▽東林間店長▽東林間店長▽東林間店長▽東林間店長 （江田店長）（江田店長）（江田店長）（江田店長）

▽あざみ野店長▽あざみ野店長▽あざみ野店長▽あざみ野店長 （大岡山店長）（大岡山店長）（大岡山店長）（大岡山店長）

▽江田店長▽江田店長▽江田店長▽江田店長 （第三営業部課長）（第三営業部課長）（第三営業部課長）（第三営業部課長）

新     職新     職新     職新     職 旧     職旧     職旧     職旧     職

▽社長室 経営企画部長▽社長室 経営企画部長▽社長室 経営企画部長▽社長室 経営企画部長

　兼構造改革プロジェクト業務　兼構造改革プロジェクト業務　兼構造改革プロジェクト業務　兼構造改革プロジェクト業務

（社長室 経営企画課長（社長室 経営企画課長（社長室 経営企画課長（社長室 経営企画課長

　兼構造改革プロジェクト業務）　兼構造改革プロジェクト業務）　兼構造改革プロジェクト業務）　兼構造改革プロジェクト業務）

▽経営統括室 総務部長▽経営統括室 総務部長▽経営統括室 総務部長▽経営統括室 総務部長 （開発管理室 施設管理部長）（開発管理室 施設管理部長）（開発管理室 施設管理部長）（開発管理室 施設管理部長）

▽経営統括室 人材戦略部長▽経営統括室 人材戦略部長▽経営統括室 人材戦略部長▽経営統括室 人材戦略部長

　兼構造改革プロジェクト業務　兼構造改革プロジェクト業務　兼構造改革プロジェクト業務　兼構造改革プロジェクト業務

（社長室 経営企画部長（社長室 経営企画部長（社長室 経営企画部長（社長室 経営企画部長

　兼構造改革プロジェクト業務）　兼構造改革プロジェクト業務）　兼構造改革プロジェクト業務）　兼構造改革プロジェクト業務）

▽営業統括本部▽営業統括本部▽営業統括本部▽営業統括本部

  チェッカーサービス室長  チェッカーサービス室長  チェッカーサービス室長  チェッカーサービス室長

（中央林間店長）（中央林間店長）（中央林間店長）（中央林間店長）

▽営業統括本部 グループ事業推進部長▽営業統括本部 グループ事業推進部長▽営業統括本部 グループ事業推進部長▽営業統括本部 グループ事業推進部長

（営業統括本部（営業統括本部（営業統括本部（営業統括本部

  グループ事業推進部 新規事業プロジェクト部長)  グループ事業推進部 新規事業プロジェクト部長)  グループ事業推進部 新規事業プロジェクト部長)  グループ事業推進部 新規事業プロジェクト部長)

▽営業統括本部 生鮮食品部 水産部長▽営業統括本部 生鮮食品部 水産部長▽営業統括本部 生鮮食品部 水産部長▽営業統括本部 生鮮食品部 水産部長 （営業統括本部 第七営業部長）（営業統括本部 第七営業部長）（営業統括本部 第七営業部長）（営業統括本部 第七営業部長）



氏　名氏　名氏　名氏　名

堂堂堂堂 山山山山 貴貴貴貴 史史史史

山山山山 崎崎崎崎 和和和和 彦彦彦彦

山山山山 内内内内 准准准准

山山山山 田田田田 将将将将 史史史史

木木木木 村村村村 好好好好 一一一一

平平平平 本本本本 稔稔稔稔 昌昌昌昌

岩岩岩岩 崎崎崎崎 昇昇昇昇

　　以　　上　　以　　上　　以　　上　　以　　上

▽プレッセプレミアム▽プレッセプレミアム▽プレッセプレミアム▽プレッセプレミアム

　東京ミッドタウン店長　東京ミッドタウン店長　東京ミッドタウン店長　東京ミッドタウン店長

（高島平店長）（高島平店長）（高島平店長）（高島平店長）

▽高島平店長▽高島平店長▽高島平店長▽高島平店長 （綾瀬店長）（綾瀬店長）（綾瀬店長）（綾瀬店長）

▽プレッセ目黒店長▽プレッセ目黒店長▽プレッセ目黒店長▽プレッセ目黒店長 （洋光台店長）（洋光台店長）（洋光台店長）（洋光台店長）

▽綾瀬店長▽綾瀬店長▽綾瀬店長▽綾瀬店長 （不動前店長）（不動前店長）（不動前店長）（不動前店長）

▽立川駅南口店長▽立川駅南口店長▽立川駅南口店長▽立川駅南口店長 （コンプライアンス室 品質管理課長）（コンプライアンス室 品質管理課長）（コンプライアンス室 品質管理課長）（コンプライアンス室 品質管理課長）

▽洋光台店長▽洋光台店長▽洋光台店長▽洋光台店長 （生鮮食品部 畜産課長）（生鮮食品部 畜産課長）（生鮮食品部 畜産課長）（生鮮食品部 畜産課長）

▽モレラ東戸塚店長▽モレラ東戸塚店長▽モレラ東戸塚店長▽モレラ東戸塚店長 （東林間店長）（東林間店長）（東林間店長）（東林間店長）

新     職新     職新     職新     職 旧     職旧     職旧     職旧     職




