
 組織変更と人事異動について 
 

 

ミニストップ株式会社（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長：藤本 明裕）は、下記の通り２０１８年３月１日付での 

組織変更および人事異動、２０１８年３月２１日付での人事異動を実施いたしますのでご案内申し上げます。 

 

 

【組織変更】  ２０１８年３月１日付  

  

中長期に向けた事業改革および方針実現のための組織変更ならびに人事異動を実施 

 

・東京開発部、千葉・埼玉・北関東開発部、神奈川・東静岡開発部を再編し、関東第一開発部、関東第二開発部とする。 

・戦略部、コントロール部を統合し、経営企画部とし、管理本部配下に配置する。 

・れこっず・cisca事業部を社長直下へ新設し、れこっずチーム、ciscaチームを配置する。 

・管理本部配下の事業開発部を社長直下に移管し、配下にマイクロマーケットプロジェクトを配置する。 

・営業本部配下に、既存店活性化プロジェクトを新設する。 
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各 位 

２０１８年３月１日 

ミニストップ株式会社 

(証券コード ９９４６) 

 【人事異動】 
 
１．役員人事 

２０１８年３月１日付 

新   職 旧   職 氏  名 

 取締役執行役員  取締役執行役員 
加藤 聡 

 海外事業本部 本部長付  営業本部 本部長 

 専務執行役員 
 －  

    豊田 靖彦 
              (※新任)  営業本部 本部長  

 執行役員  執行役員 
小西 守彦 

 営業本部 既存店活性化プロジェクト リーダー  営業本部 本部長付 

※豊田氏はイオンマーケット株式会社の代表取締役を３月１日をもって退任いたしました。 

新任役員の略歴 

氏名 豊田 靖彦 （とよだ やすひこ） 

生年月日 １９６４年９月２日 

主な経歴 １９８８年  ４月 ウエルマート㈱（現マックスバリュ西日本㈱）入社 

２００３年  ３月 イオン㈱ グループ戦略部 

２００７年  ９月 同社 ＳＭ事業政策チームリーダー 

２００８年  ５月 同社 ＳＭ事業戦略チームリーダー 

２００９年  ４月  ㈱光洋 取締役 

２０１１年  ４月 同社 代表取締役社長 

２０１４年 ５月 イオンマーケット㈱ 代表取締役社長（現任） 
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１．役員人事 

２０１８年３月２１日付 

新   職 旧   職 氏  名 

 執行役員   
大嶋 伸夫 

 開発本部 本部長  開発本部 本部長 

 執行役員   
住吉 賢一 

 マーケティング本部 本部長  マーケティング本部 本部長 

２．一般人事 

２０１８年３月１日付部長職以上 

新   職 旧   職 氏  名 

 営業本部  営業本部 
飯田 忠輝 

 副本部長  九州･四国営業部 部長 

 営業本部  営業本部 
望月 淳 

 営業統括部 部長  東北営業部 部長 

 営業本部  営業本部 
東 達広 

 東北営業部 部長  近畿営業部 部長 

 営業本部  オペレーション改革本部 
中村 智哉 

 埼玉・群馬営業部 部長  オペレーション改革部 旗艦店チーム Ｍｇｒ 

 営業本部  営業本部 
宮本 有二 

 千葉営業部 部長  東京営業部 新宿･千代田チーム Ｍｇｒ 

 営業本部  営業本部  

鈴木 一史  岐阜・三重営業部 部長  神奈川・東静岡営業部  

   藤沢・小田原チーム Ｍｇｒ 

 営業本部   営業本部  
北村 大輔 

 近畿営業部 部長  近畿営業部 南大阪・奈良チーム Ｍｇｒ 

 営業本部   営業本部  
須永 拓邦 

 九州･四国営業部 部長  九州・四国営業部 佐賀・筑後チーム Ｍｇｒ 
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新   職 旧   職 氏  名 

 開発本部  管理本部 
五郎川  隆 

 法人開発部 部長  事業開発部 部長 

 開発本部  開発本部 
北田 卓弥 

 東北開発部 部長  東京開発部 部長 

 開発本部  開発本部 
堀 貴広 

 関東第一開発部 部長  千葉・埼玉・北関東開発部 部長 

 開発本部  開発本部 

山中 達也  関東第二開発部 部長  神奈川・東静岡開発部 部長 

   （兼）神奈川・東静岡開発チーム Ｍｇｒ 

 マーケティング本部   商品本部 
中間 美奈子 

 プロモーション部 部長  インストア商品開発部 部長 

 マーケティング本部   営業本部 

渡邊 大吾  マーケティング部 部長  営業統括部 営業統括チーム Ｍｇｒ 

 （兼）商品企画・マーケティングチーム Ｍｇｒ   

 商品本部   商品本部  
森山 茂 

 インストア商品開発部 部長  副本部長 

 オペレーション改革本部  営業本部 
木島 雅彰 

 オペレーション改革部 部長  埼玉・群馬営業部 部長 

 管理本部  管理本部  

南  拓我  経理部 部長  経理部 財務チーム Ｍｇｒ 

 （兼）関連会社経理チーム Ｍｇｒ  （兼）関連会社経理チーム Ｍｇｒ 

 管理本部  管理本部 
野崎 憲一 

 経営企画部 部長  経理部 部長 

 社長直轄  海外事業本部 
越川 真吾 

 れこっず・cisca事業部 部長  本部長付 

 社長直轄  社長直轄 
山口 努 

 事業開発部 部長  マイクロマーケットプロジェクト リーダー 


