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2020年4月1日 

 

 

組織および役員人事、一般人事について 

 

 

イズミヤ株式会社(本社：大阪市西成区、社長：梅本 友之)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 [2020 年 4 月 1 日付] 

当社はこれまで、エイチ・ツー・オーリテイリング中期計画「ＧＰ１０-Ⅱフェーズ２」の重点施策  

「イズミヤのＧＭＳの事業モデル転換」に取り組んでまいりました。新年度よりスーパーマーケット

運営会社として店舗を主軸に課題の解決を推進していくことを目的に、下記のとおり、組織を改編い

たします。 

 

（1） 営業本部内に構造改革部を新設する。 

（2） 店舗統括部の店舗グループの括りを、地域エリア別から店舗タイプ別に再編する。 

（3） 経営管理本部を営業サポート本部に、経営企画室を経営企画部にそれぞれ改称する。 

（4） 第 1・第 2 商品統括部を廃止し、各食品商品部を商品統括部の下に配置する。 

（5） 加工食品部をグロサリー部に改称する。 

（6） 第 1 商品企画部、店舗業務部の企画・計画機能を営業企画部に移管する。 

（7） 店舗業務部の業務運営機能を店舗サポート部に移管する。 

 

 

2．役員人事 

（1）取締役業務委嘱変更 ［2020年4月1日付］ 

 

新 職 氏名 旧 職 

代表取締役社長 兼 営業本部長 梅本 友之 代表取締役社長 

 

 

（2）新任取締役・監査役 ［2020年4月1日付］ 

 

新 職 氏名 旧 職 

取締役 北部 公彦  

INFORMATION 
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新 職 氏名 旧 職 

取締役執行役員  商品統括部長 中内 佳宏 
株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ 

システム企画チーム部長 

取締役執行役員  店舗統括部長 塩野 俊幸 第1エリア統括部長 

取締役執行役員  営業サポート本部長 西谷 克也 総務部長 

監査役 和田 裕 株式会社サンローリー 代表取締役社長 

  ※取締役 北部 公彦は、現 株式会社阪急阪神百貨店 取締役専務執行役員 

 

 

（3）退任取締役・監査役 ［2020年3月31日付］ 

 

    代表取締役専務執行役員   平木 健之    

    取締役           鈴木 篤     

    取締役           黒松 弘育    

    取締役           片岡 慶之 

    取締役専務執行役員     河村 隆一    

    取締役執行役員       福田 耕三    

    監査役           和田 実 

 

 

（4）新任執行役員 [2020年4月1日付] 

 

新 職 氏名 旧 職 

執行役員 営業企画部長 梶原 幸一 第1商品企画部長 

 

 

（5）執行役員人事 [2020年4月1日付] 

 

新 職 氏名 旧 職 

執行役員 構造改革部長 福田 耕三 取締役執行役員 商品統括部長 

執行役員 デイリーカナート天下茶屋店長 道家 繁行 執行役員 営業企画部長 

執行役員 経営企画部長 奥山 一規 執行役員 経営企画室長 

執行役員 河村 隆一 取締役専務執行役員 営業本部長 

  ※執行役員 岸野 浩和、執行役員 北川 修司、執行役員 細見 正仁 および 執行役員 垣内 利文 は 

   2020年3月31日付で執行役員を退任 
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（ご参考）2020 年 4 月 1 日以降の役員体制は以下のとおりです。 

 

（1）取締役・監査役 

 

代表取締役社長   営業本部長        梅本 友之  

取締役                    林 克弘  

取締役                    北部 公彦  

取締役執行役員   商品統括部長       中内 佳宏  

取締役執行役員   店舗統括部長       塩野 俊幸 

取締役執行役員   営業サポート本部長    西谷 克也  

監査役                    和田 裕  

監査役                    小西 敏允  

 

 

（2）執行役員 

 

    執行役員   構造改革部長          福田 耕三 

    執行役員   デイリーカナート天下茶屋店長  道家 繁行 

    執行役員   経営企画部長          奥山 一規 

    執行役員   営業企画部長          梶原 幸一 

    執行役員   店舗統括部           河村 隆一 

     

 

 

3.一般人事について [2020年4月1日付] 

 

新 職 氏 名 旧 職 

デイリーカナート千本北大路店長 中尾 典永 デイリーカナート法円坂店次長 

デイリーカナート桂坂店長 村瀬 満宏 デリカ部担当部長 

大久保店長 尾勢 直樹 デイリーカナート庄内店次長 

長岡店長 四宮 栄治 阪和堺店長 

高野店長 本田 俊二 高野店次長 

六地蔵店長 田島 淳一朗 六地蔵店次長 

学園前店長 西村 隆 デイリーカナート西田辺店次長 

白梅町店長 松井 祐介 白梅町店次長 

デイリーカナート新大宮店長 下神 達矢 デイリーカナート伏見店次長 



4／6 

新 職 氏 名 旧 職 

デイリーカナート堀川丸太町店長 内田 貴夫 大久保店長 

デイリーカナート洛北阪急スクエア店長 日原 英樹 長岡店長 

スーパーセンター堅田店長 石川 威 スーパーセンター堅田店次長 

スーパーセンター広陵店長 大頭 一晃 スーパーセンター広陵店次長 

デイリーカナート尼崎店長 向井 真樹 まるとく市場門真南店長 

小林店長 足立 博之 デイリーカナートららぽーとEXPOCITY店長 

多田店長 藤本 弘二 多田店次長 

デイリーカナート新中条店長 橋本 利彦 スーパーセンター八尾店次長 

スーパーセンター神戸玉津店長 山田 貴生 淡路店長 

西宮ガーデンズ店長 正者 成朗 西宮ガーデンズ店次長 

淡路店長 岩垣 秀紀 淡路店次長 

デイリーカナート岸里店長 芝池 辰巳 デイリーカナート稲田新町店長 

平野店長 中島 宏 泉北店次長 

デイリーカナート国分町店長 横井 秀直 門真店長 

デイリーカナート深江橋店長 立川 裕 デイリーカナートららぽーとEXPOCITY店次長 

デイリーカナート稲田新町店長 山下 知之 デイリーカナート原山台店長 

デイリーカナートららぽーとEXPOCITY店長 山本 高史 デイリーカナート深江橋店長 

デイリーカナート門真店長 岡野 真也 デイリーカナート新中条店次長 

まるとく市場門真南店長 三澤 浩一 デイリーカナート光風台店長 

交野店長 成次 孝子 平野店長 

デイリーカナート光風台店長 太田 龍平 デイリーカナート玉造店次長 

枚方店長 冷泉 龍夫 デイリーカナート天下茶屋店長 

デイリーカナート上新田店長 阿戸 勝也 デイリーカナート堀川丸太町店長 
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新 職 氏 名 旧 職 

デイリーカナート原山台店長 坂東 広康 デイリーカナート上新田店長 

松原店長 波田 賢一朗 松原店次長 

河内長野店長 木村 直貴 和泉中央店次長 

和歌山店長 北川 修司 店舗統括部長 

デイリーカナート玉手店長 芳賀 豊 デイリーカナート岸里店長 

和泉中央店長 仲神 正訓 デイリーカナート新中条店長 

阪和堺店長 愛甲 努 デイリーカナート新大宮店長 

スーパーセンター紀伊川辺店長 片山 恵太 和歌山店次長 

泉北店長 沖山 幸仁 蘇州泉屋超市有限公司 副総経理 

第1店舗グループ長 松川 輝雄 第3エリア統括部長 

第2店舗グループ長 奧田 篤司 人事部 担当部長 

第3店舗グループ長 北 和孝 枚方店長 

第4店舗グループ長 藤村 裕幸 日配部 担当部長 

第5店舗グループ長 松本 芳喜 店舗業務部長 

店舗サポート部長 本山 秀和 デイリーカナート桂坂店長 

店舗サポート部 運営担当部長 柳 英明 店舗サポート部TR担当 次長 

店舗サポート部 SV担当部長 大杉 正之 店舗サポート部長 

デリカ部長 荘所 直嗣 デリカ部 次長 

グロサリー部長 

兼 カウンタービジネス部長 
西川 裕明 加工食品部 担当部長 

日配部長 比江嶋 義 第4エリア統括部長 

営業企画部 改装・売場構成担当部長 角 由久 営業企画部 営業施策・改装担当部長 

営業企画部 販促担当部長 布田 耕平 第1商品企画部 次長 

営業企画部 営業政策担当部長 前田 高志 第1商品企画部 次長 
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新 職 氏 名 旧 職 

人事労務部長 藤田 厚司 監査室長 

総務部長 伊東 伸介 店舗業務部 次長 

 

 

 

※2020年4月1日付でイズミヤ株式会社より現GMS/スーパーセンターにおける商業施設運営事業並びに衣料品・ 

住居関連品販売事業を株式会社エイチ・ツー・オー 商業開発(本社：大阪市西成区、社長：黒松弘育)に継承いた 

します。組織および役員人事、一般人事については株式会社エイチ・ツー・オー 商業開発のリリースをご参照 

ください。 

 

以上 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

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

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

 


