
　平成２９年２月２４日開催の取締役会において、３月１日付の役員の異動を下記のとおり決議致しました。　平成２９年２月２４日開催の取締役会において、３月１日付の役員の異動を下記のとおり決議致しました。　平成２９年２月２４日開催の取締役会において、３月１日付の役員の異動を下記のとおり決議致しました。　平成２９年２月２４日開催の取締役会において、３月１日付の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。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。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。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．執行役員の異動〈３月１日付〉１．執行役員の異動〈３月１日付〉１．執行役員の異動〈３月１日付〉１．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

大大大大 堀堀堀堀 左左左左 千千千千 夫夫夫夫

２．執行役員の異動〈３月１日付〉２．執行役員の異動〈３月１日付〉２．執行役員の異動〈３月１日付〉２．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

▽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

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

３．執行役員の選任〈３月１日付〉３．執行役員の選任〈３月１日付〉３．執行役員の選任〈３月１日付〉３．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

　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

金金金金 子子子子 智智智智 明明明明

▽執行役員▽執行役員▽執行役員▽執行役員 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 佐佐佐佐 々々々々 木木木木 実実実実

４．執行役員の退任〈２月２８日付〉４．執行役員の退任〈２月２８日付〉４．執行役員の退任〈２月２８日付〉４．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

▽株式会社八社会▽株式会社八社会▽株式会社八社会▽株式会社八社会

　専務取締役　専務取締役　専務取締役　専務取締役

塩塩塩塩 路路路路 茂茂茂茂

▽株式会社▽株式会社▽株式会社▽株式会社

　東急ステーション　東急ステーション　東急ステーション　東急ステーション

　リテールサービス顧問　リテールサービス顧問　リテールサービス顧問　リテールサービス顧問

秋秋秋秋 本本本本 伸伸伸伸 夫夫夫夫

※退任の執行役員2名は3月1日付で新職に就任予定※退任の執行役員2名は3月1日付で新職に就任予定※退任の執行役員2名は3月1日付で新職に就任予定※退任の執行役員2名は3月1日付で新職に就任予定

（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）

（執行役員（執行役員（執行役員（執行役員

　株式会社八社会　株式会社八社会　株式会社八社会　株式会社八社会

　専務取締役）　専務取締役）　専務取締役）　専務取締役）

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（営業統括本部（営業統括本部（営業統括本部

　店舗戦略室　店舗戦略室　店舗戦略室　店舗戦略室

　店舗企画部長）　店舗企画部長）　店舗企画部長）　店舗企画部長）

旧     職旧     職旧     職旧     職

平成29年2月24日平成29年2月24日平成29年2月24日平成29年2月24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

人事異動について　人事異動について　人事異動について　人事異動について　

記記記記

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）



５．一般の異動〈３月１日付〉５．一般の異動〈３月１日付〉５．一般の異動〈３月１日付〉５．一般の異動〈３月１日付〉

氏　名氏　名氏　名氏　名

吉吉吉吉 田田田田 亮亮亮亮

落落落落 合合合合 和和和和 彦彦彦彦

御御御御 供供供供 孝孝孝孝 史史史史

宮宮宮宮 原原原原 圭圭圭圭

漢漢漢漢 那那那那 光光光光 治治治治

河河河河 浦浦浦浦 正正正正 雄雄雄雄

相相相相 澤澤澤澤 安安安安 廣廣廣廣

高高高高 柳柳柳柳 史史史史 彦彦彦彦

山山山山 本本本本 智智智智

末末末末 永永永永 一一一一 法法法法

佐佐佐佐 々々々々 木木木木 浩浩浩浩 弥弥弥弥

湊湊湊湊 芳芳芳芳 樹樹樹樹

尾尾尾尾 崎崎崎崎 誠誠誠誠 司司司司

島島島島 田田田田 信信信信 也也也也

川川川川 瀬瀬瀬瀬 崇崇崇崇

山山山山 田田田田 将将将将 史史史史

浅浅浅浅 海海海海 健健健健 二二二二

宮宮宮宮 澤澤澤澤 敬敬敬敬

大大大大 屋屋屋屋 優優優優

▽久が原店長▽久が原店長▽久が原店長▽久が原店長 （下田店長）（下田店長）（下田店長）（下田店長）

▽田奈店長▽田奈店長▽田奈店長▽田奈店長 （大森店　副店長）（大森店　副店長）（大森店　副店長）（大森店　副店長）

▽南町田仮設店長▽南町田仮設店長▽南町田仮設店長▽南町田仮設店長 （南町田店　副店長）（南町田店　副店長）（南町田店　副店長）（南町田店　副店長）

▽つくし野店長▽つくし野店長▽つくし野店長▽つくし野店長 （田奈店長）（田奈店長）（田奈店長）（田奈店長）

▽荏原中延店長▽荏原中延店長▽荏原中延店長▽荏原中延店長 （洗足店長）（洗足店長）（洗足店長）（洗足店長）

▽上池台店長▽上池台店長▽上池台店長▽上池台店長 （つくし野店長）（つくし野店長）（つくし野店長）（つくし野店長）

▽中山店長▽中山店長▽中山店長▽中山店長 （綾瀬店長）（綾瀬店長）（綾瀬店長）（綾瀬店長）

▽綱島店長▽綱島店長▽綱島店長▽綱島店長 （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）

▽洗足店長▽洗足店長▽洗足店長▽洗足店長 （河辺店長）（河辺店長）（河辺店長）（河辺店長）

▽武蔵小山駅ビル店長▽武蔵小山駅ビル店長▽武蔵小山駅ビル店長▽武蔵小山駅ビル店長 （営業統括本部課長）（営業統括本部課長）（営業統括本部課長）（営業統括本部課長）

▽祐天寺店長▽祐天寺店長▽祐天寺店長▽祐天寺店長 （綱島店長）（綱島店長）（綱島店長）（綱島店長）

▽梶が谷店長▽梶が谷店長▽梶が谷店長▽梶が谷店長 （北越谷店長）（北越谷店長）（北越谷店長）（北越谷店長）

▽高津店長▽高津店長▽高津店長▽高津店長 （中延店長）（中延店長）（中延店長）（中延店長）

▽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 （祐天寺店長）（祐天寺店長）（祐天寺店長）（祐天寺店長）

▽開発管理室▽開発管理室▽開発管理室▽開発管理室

　開発部長　開発部長　開発部長　開発部長

（東京急行電鉄株式会社出向）（東京急行電鉄株式会社出向）（東京急行電鉄株式会社出向）（東京急行電鉄株式会社出向）

▽開発管理室▽開発管理室▽開発管理室▽開発管理室

　テナント運営部長　テナント運営部長　テナント運営部長　テナント運営部長

（東京急行電鉄株式会社出向）（東京急行電鉄株式会社出向）（東京急行電鉄株式会社出向）（東京急行電鉄株式会社出向）

▽東光食品株式会社出向▽東光食品株式会社出向▽東光食品株式会社出向▽東光食品株式会社出向 （東光サービス株式会社出向）（東光サービス株式会社出向）（東光サービス株式会社出向）（東光サービス株式会社出向）

▽東光サービス株式会社出向▽東光サービス株式会社出向▽東光サービス株式会社出向▽東光サービス株式会社出向 （開発管理室　開発部長）（開発管理室　開発部長）（開発管理室　開発部長）（開発管理室　開発部長）

新     職新     職新     職新     職 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

　店舗戦略室店舗企画部長　店舗戦略室店舗企画部長　店舗戦略室店舗企画部長　店舗戦略室店舗企画部長

（開発管理室　開発課長）（開発管理室　開発課長）（開発管理室　開発課長）（開発管理室　開発課長）



氏　名氏　名氏　名氏　名

松松松松 井井井井 一一一一 重重重重

西西西西 村村村村 友友友友 亜亜亜亜

石石石石 塚塚塚塚 良良良良 嘉嘉嘉嘉

横横横横 川川川川 美美美美 菜菜菜菜 子子子子

金金金金 井井井井 克克克克 昌昌昌昌

中中中中 山山山山 伸伸伸伸 一一一一

宮宮宮宮 本本本本 紀紀紀紀 子子子子

石石石石 井井井井 公公公公 治治治治

牧牧牧牧 野野野野 信信信信 行行行行

両両両両 角角角角 達達達達 哉哉哉哉

　　以　　上　　以　　上　　以　　上　　以　　上

▽中延店長▽中延店長▽中延店長▽中延店長 （不動前店　副店長）（不動前店　副店長）（不動前店　副店長）（不動前店　副店長）

▽大倉山店長▽大倉山店長▽大倉山店長▽大倉山店長 （新丸子店　副店長）（新丸子店　副店長）（新丸子店　副店長）（新丸子店　副店長）

▽北越谷店長▽北越谷店長▽北越谷店長▽北越谷店長 （北越谷店 副店長）（北越谷店 副店長）（北越谷店 副店長）（北越谷店 副店長）

▽プレッセ田園調布店長▽プレッセ田園調布店長▽プレッセ田園調布店長▽プレッセ田園調布店長 （南町田店長）（南町田店長）（南町田店長）（南町田店長）

新     職新     職新     職新     職 旧     職旧     職旧     職旧     職

▽高円寺店長▽高円寺店長▽高円寺店長▽高円寺店長 （営業統括本部 第五営業部課長）（営業統括本部 第五営業部課長）（営業統括本部 第五営業部課長）（営業統括本部 第五営業部課長）

▽綾瀬店長▽綾瀬店長▽綾瀬店長▽綾瀬店長 （根岸店長）（根岸店長）（根岸店長）（根岸店長）

▽下田店長▽下田店長▽下田店長▽下田店長 （杉田店長）（杉田店長）（杉田店長）（杉田店長）

▽根岸店長▽根岸店長▽根岸店長▽根岸店長 （中山店長）（中山店長）（中山店長）（中山店長）

▽杉田店長▽杉田店長▽杉田店長▽杉田店長 （プレッセ田園調布店長）（プレッセ田園調布店長）（プレッセ田園調布店長）（プレッセ田園調布店長）

▽河辺店長▽河辺店長▽河辺店長▽河辺店長 （東光食品株式会社出向）（東光食品株式会社出向）（東光食品株式会社出向）（東光食品株式会社出向）


