
 
 
 

 

 

２０２２年２月２５日 

株式会社カスミ 

 

人事異動と組織変更のお知らせ 
 
 ２０２２年３月１日付、人事異動と組織変更について下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

１． 人事異動（２０２２年３月１日付） 

（１）取締役 

氏名 新役職名 旧役職名 

塚田 英明 

常務取締役 上席執行役員 

経営戦略担当 

(兼)店舗開発部マネジャー 

(兼)組織人事プロジェクトリーダー 

常務取締役 上席執行役員 

営業統括本部マネジャー 

(兼)商品開発本部（管掌） 

(兼)新業態開発プロジェクトリーダー 

(兼)組織人事プロジェクトリーダー 

折本 文孝 

取締役 執行役員 

商品本部マネジャー 

(兼)商品編成プロジェクト担当 

取締役 執行役員 

商品開発本部マネジャー 

(兼)商品企画マネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

満行 光史郎 

取締役 執行役員 

営業戦略担当 

(兼)SCM／ＥＲＰ改革プロジェクトリーダー 

(兼)ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)出向 

取締役 執行役員 

ビジネス変革本部マネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

(兼) ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)出向 

勝田 徹 

取締役 執行役員 

営業本部マネジャー 

（兼）SCM／ERP改革プロジェクト担当 

取締役 執行役員 

営業統括本部副本部マネジャー 

（兼）新業態開発プロジェクト担当 

平松 弘基 
取締役 執行役員 

コーポレート管理本部マネジャー 

取締役 執行役員 

戦略経営本部マネジャー 

 

（２）執行役員 

氏名 新役職名 旧役職名 

大場 明秀 
執行役員 

コーポレート管理本部 コーポレートマネジャー 

執行役員 

メンテナンスマネジャー 

伊神 里美 

執行役員 

コーポレート管理本部 ＳＤＧｓ推進マネジャー 

(兼)組織人事プロジェクト担当 

執行役員 

ビジネス変革本部 ＳＤＧｓ推進マネジャー 

(兼)組織人事プロジェクト担当 



 
 
 

 

 

氏名 新役職名 旧役職名 

髙橋 徹 

執行役員 

ソーシャルシフトマネジャー 

(兼)組織人事プロジェクト担当 

執行役員 

営業統括本部 人事コミュニケーションマネジャー 

(兼)組織人事プロジェクト担当 

辻本 英史 

執行役員 

コンプライアンス統括室マネジャー 

（兼）監査マネジャー 

執行役員 

戦略経営本部 コーポレートマネジャー 

松井 貴志 

執行役員 

営業本部 業務改革マネジャー 

(兼) SCM／ERP 改革プロジェクト担当 

執行役員 

営業統括本部 業務改革マネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

堀 悦子 

執行役員 

営業本部 カスタマーサクセスマネジャー 

(兼) SCM／ERP 改革プロジェクト担当 

執行役員 

営業統括本部 顧客サービスマネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

磯 哲章 

執行役員 

システム管理部マネジャー 

(兼) SCM／ERP 改革プロジェクト担当 

(兼)ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)出向 

執行役員 

ビジネス変革本部 情報システムマネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

(兼)ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)出向 

 

（３）一般人事 

氏名 新役職名 旧役職名 

Jun Mardian 

Sugandhi 

ブランド戦略室マネジャー 

(兼)商品編成プロジェクト担当 
 

千葉 高義 
商品戦略室マネジャー 

(兼)商品編成プロジェクト担当 

営業統括本部  

営業企画 52週ＭＤ担当マネジャー 

渡邊 敏幸 
人事戦略部マネジャー 

(兼)組織人事プロジェクト担当 

営業統括本部 人事コミュニケーションマネジャー 

(兼)組織人事プロジェクト担当 

新井 敦之 

経営企画室マネジャー 

(兼)組織人事プロジェクト担当 

(兼) SCM／ERP 改革プロジェクト担当 

(兼)商品編成プロジェクト担当 

経営企画室マネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

(兼)組織人事プロジェクト担当 

大里 光廣 

経営企画室 企画推進マネジャー 

(兼)組織人事プロジェクト担当 

(兼) SCM／ERP 改革プロジェクト担当 

(兼)商品編成プロジェクト担当 

経営企画室 制度設計担当マネジャー 

(兼)組織人事プロジェクト担当 

中山 太 営業本部 ＯＭＯ推進第１エリアマネジャー フードスクエアカスミ稲毛海岸店店長 

中庭 昇 営業本部 ＯＭＯ推進第２エリアマネジャー 営業統括本部 販売改革マネジャー 

矢代 武彦 営業本部 ＯＭＯ推進第３エリアマネジャー 
営業統括本部 人事コミュニケーションマネジャー 

(兼)組織人事プロジェクト担当 



 
 
 

 

 

氏名 新役職名 旧役職名 

高野 真樹 営業本部 ＯＭＯ推進第４エリアマネジャー フードスクエアカスミイオンタウン守谷店店長 

池延 太実夫 営業本部 ＯＭＯ推進第５エリアマネジャー 営業統括本部 販売改革マネジャー 

鈴木 浩徳 営業本部 ＯＭＯ推進第６エリアマネジャー 
営業統括本部 販売改革  

店舗タスク・ＳＶ担当マネジャー 

唐紙 裕昭 営業本部 ＯＭＯ推進第７エリアマネジャー 
商品開発本部 鮮魚ＭＤマネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

大内 哲也 営業本部 ＯＭＯ推進 UXデザインマネジャー 

コンプライアンス統括室マネジャー 

(兼)監査マネジャー 

(兼)法務担当マネジャー 

飯塚 守男 営業本部 ＯＭＯ推進マネジャー 営業統括本部 販売改革マネジャー 

赤尾 裕之 営業本部 営業企画マネジャー 営業統括本部 営業企画マネジャー 

山田 剛 
営業本部 ＳＣＭマネジャー 

(兼) SCM／ERP 改革プロジェクト担当 
商品開発本部 物流マネジャー 

吉原 祐一 
商品本部 鮮魚商品開発マネジャー 

(兼)商品編成プロジェクト担当 
商品開発本部 鮮魚ＭＤ鮮魚担当マネジャー 

粂野 佳也 
商品本部 精肉商品開発マネジャー 

(兼)商品編成プロジェクト担当 
営業統括本部 販売改革マネジャー 

島崎 寛紀 
商品本部 青果商品開発マネジャー 

(兼)商品編成プロジェクト担当 
フードスクエアカスミイオンタウン水戸南店店長 

松島 英樹 
商品本部 デリカ商品開発マネジャー 

(兼)商品編成プロジェクト担当 

商品開発本部 デリカＭＤマネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

篠原 恭子 

商品本部 地域商品開発マネジャー 

(兼)組織人事プロジェクト担当 

(兼)商品編成プロジェクト担当 

商品開発本部 地域商品マネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

(兼)組織人事プロジェクト担当 

小岩井 健一郎 
商品本部 グロサリー商品調達マネジャー 

(兼) SCM／ERP 改革プロジェクト担当 

商品開発本部 グロサリーＭＤ 

グロサリー担当マネジャー 

武田 哲芳 
商品本部 デイリー商品調達マネジャー 

(兼) SCM／ERP 改革プロジェクト担当 

商品開発本部 デイリーＭＤマネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

西谷 康裕 商品本部 精肉加工センターマネジャー 商品開発本部 精肉加工センターマネジャー 

小倉 英徳 
商品本部 商品開発マネジャー 

(兼)商品編成プロジェクト担当 

商品開発本部 青果ＭＤマネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

國分 隆 システム管理部 情報システムマネジャー ビジネス変革本部 情報システムマネジャー 

高野 真由美 コーポレート管理本部 保育事業マネジャー 戦略経営本部 保育事業マネジャー 



 
 
 

 

 

氏名 新役職名 旧役職名 

芹澤 博文 店舗開発部 物件・テナント開発マネジャー 営業統括本部 メンテナンスマネジャー 

清水 裕樹 

店舗開発部 店舗企画マネジャー 

(兼)商品編成プロジェクト担当 

(兼)ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)出向 

営業統括本部 店舗企画マネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

(兼)ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)出向 

松井 英明 
人事戦略部 人事教育マネジャー 

(兼)組織人事プロジェクト担当 

商品開発本部 グロサリーＭＤマネジャー 

(兼)新業態開発プロジェクト担当 

箱田 直美 
人事戦略部 人事管理マネジャー 

(兼)組織人事プロジェクト担当 
筑波大学店店長 

 

 

２．組織変更（２０２２年３月１日付） 

①新たにＳＣＭ／ＥＲＰ改革プロジェクト、商品編成プロジェクトを組成。 

②社長直下に営業戦略担当、経営戦略担当を新設し、営業戦略担当直下にブランド戦略室、商品戦略室を新

設。経営戦略担当直下に経営企画室を移管し、企画推進を新設、経営企画・広報を広報に改称、予算管理を

移管し、制度設計を廃止する。 

③営業統括本部を営業本部に改称し、物流とＳＣＭ管理を統合したＳＣＭを移管、新業態ＢＬＡＮＤＥを新設す

る。さらに、販売改革をＯＭＯ推進に改称して、ＵＸデザインのオンラインデリバリー、無人店舗、移動販売を移

管して、ビジネス変革本部を廃止する。顧客サービスをカスタマーサクセスに改称し、お客様相談を移管、営業

統括本部副本部長を廃止する。店舗タスク・ＳＶにＦＯ店舗タスク・ＳＶを統合し廃止する。 

④商品開発本部を商品本部に改称し、各部の商品開発、商品調達としての役割を明確化する。商品開発を新

設して、商品企画を廃止する。 

⑤システム管理部を新設して、情報システムを移管する。 

⑥店舗開発部を新設して、店舗企画を移管。メンテナンスを物件・テナント開発に改称して移管、新業態開発を

新設する。 

⑦戦略経営本部をコーポレート管理本部に改称して、ＳＤＧＳ推進を移管、コーポレートに法務を移管する。 

⑧人事戦略部を新設して、人事管理と人事教育を設置して採用・教育機能を移管、秘書を人事管理に移管す

る。 

⑨人事コミュニケーションを廃止して、ソーシャルシフトを部に変更。   

  

以上 


