
 

ローソン 

■組織変更（変更日：2016年 3月 1日） 

ローソンが 2016年から開始する「1000日全員実行」を強力に推し進め、マチのお客さまにとって“なくてはなら

ない存在”となるべく、「売場力強化」「商品力強化」「加盟店支援強化」の三つの柱の質をより一層向上させる

ため、組織を変更。 

主な変更内容は以下の通り。 

 
1.現場組織の改編 

  
●「運営部」「支店」の改編 

  

・ 店舗運営の更なる強化と管轄店舗の最適化を図るため、神奈川、千葉、埼玉の運営部の管轄を変更し、

「神奈川運営部」「埼玉・千葉運営部」に改編。 

  

・ よりきめ細かなマネジメントにより店舗指導と売場力強化を図るため、「岸和田支店」「大阪西支店」「愛知

南支店」を新設し、「神戸支店」を「神戸東支店」「神戸西支店」に分割。 

  
・ 「千葉中支店」を「千葉中央支店」に改称。 

  

・ ナチュラルローソンと成城石井の相乗効果を一層高めるため、「成城石井・LS100事業本部」を「成城石井・

NL・LS100事業本部」に改称し、その配下に「成城石井・NL事業推進部」を新設。「成城石井・NL事業推進

部」配下に「ナチュラルローソン支店」を新設。 

  

・ ヘルスケアローソンのビジネスモデルをスピーディに確立するため、「ヘルスケア運営部」配下に「ヘルス

ケア法人支店」を新設。 

    

  
●「開発部」の改編 

  

・ 「北関東開発部」「南関東開発部」を「北関東開発部」「埼玉・千葉開発部」「東京開発部」「神奈川開発部」に

改編。 

  
・ 「近畿開発部」を「京滋奈・兵庫開発部」「大阪・和歌山開発部」に改編。 

  
・ 「中部開発部」を「中部開発部」「北陸・三岐開発部」に改編。 

  
・ 役職名の「開発統括」を「開発統括部長」に改称。 

    

 
2.各部門の改編 

 

・ 「加盟店支援部」を「運営本部」に移管、「建設部」「管財統括室」を「開発本部」に移管し、 加盟店支援本部を

解消。 

 
・ 「SST統括部」を「店舗運営支援部」に改称。 

 
・ 「運営本部」配下に「法人 FC支援部」を新設。 

 
・ 「商品本部」配下の「原材料仕入部」「ベンダーサポート部」を解消し、その機能を株式会社SCIに移管。 

 
・ 「ヘルスケア本部」配下に「ヘルスケアトレーニング部」を新設。 

 

・ 「業務統括本部」配下の「オペレーション企画部」「システム活用推進部」を「業務サポート部」「業務企画部」に

改編。 

 
・ 「業務統括本部」配下に「次世代システム推進部」を新設。 

■人事異動（2016年 3月 1日付） 

[執行役員人事] 

新 職 氏  名 現 職 

上級執行役員 

社長補佐（渉外、法人担当） 兼 

業務統括本部 副本部長 兼 

事業サポート本部 副本部長 

西口 則一 

（にしぐち のりかず） 

上級執行役員 

ヘルスケア本部長 兼 

業務統括本部 副本部長 

執行役員 廣金 保彦 執行役員 



 

ヘルスケア本部長 （ひろかね やすひこ） 運営本部長 兼 

MO推進本部長 

執行役員 

株式会社成城石井 出向 

同社取締役専務執行役員 就任予定 

井関 廉浩 

（いせき やすひろ） 

執行役員 

開発本部 副本部長 

[理事執行役員人事] 

新 職 氏  名 現 職 

理事執行役員 

営業戦略本部 副本部長 兼 

営業戦略部長 

前田 佳孝 

（まえだ よしたか） 

理事執行役員 

運営本部 大阪・和歌山運営部 運営統

括 

理事執行役員 MO推進本部長 兼 

運営本部 副本部長 兼 

店舗運営支援部長 

薄井 浩一 

（うすい ひろかず） 

理事執行役員 

運営本部 東京運営部 運営統括 

理事執行役員 

運営本部 副本部長 

高森 達哉 

（たかもり たつや） 

理事執行役員 

加盟店支援本部長 

理事執行役員 

運営本部長 

村瀬 達也 

（むらせ たつや） 

運営本部 

東北運営部 運営統括 

 [重要人事] 

新 職 氏  名 現 職 

運営本部 本部長補佐 兼 

カウンターオペレーション推進部長 
村田 浩二 

運営本部 

カウンターオペレーション推進部長 

運営本部 本部長補佐 原 大祐 
運営本部 

神奈川・千葉運営部 運営統括 

運営本部 法人 FC支援部長 前河原 浩樹 加盟店支援本部 部長 

運営本部 運営企画部長 尾間 明央 
運営本部 

運営企画部 シニアマネジャー 

運営本部 コントローラー 谷口 昭徳 
加盟店支援本部 

東北エリアサポート部 シニアマネジャー 

運営本部 北海道運営部 運営統括 橋本 尊 
運営本部 北関東運営部 

栃木支店長 

運営本部 東北運営部 運営統括 藤井 謙尚 
運営本部 北関東運営部 

長野支店長 

運営本部 埼玉・千葉運営部 運営統括 中川 洋人 
運営本部 大阪・和歌山運営部 

大阪中央支店長 

運営本部 東京運営部 運営統括 片岡 淳司 運営本部 北海道運営部 運営統括 

運営本部 神奈川運営部 運営統括 有田 和正 
営業戦略本部 

営業戦略部 シニアマネジャー 

運営本部 愛知・静岡運営部 運営統括 神沢 伸保 
運営本部 愛知・静岡運営部 

愛知中央支店長 

運営本部 大阪・和歌山運営部 運営統括 沖 博之 運営本部 愛知・静岡運営部 運営統括 

運営本部 九州エリアサポート部長 法理 伸夫 
加盟店支援本部 九州エリアサポート部 

シニアマネジャー 

開発本部 副本部長 松本 直 開発本部 近畿開発部 開発統括 

開発本部 埼玉・千葉開発部 

開発統括部長 
北澤 克明 

開発本部 南関東開発部 

シニアマネジャー 

開発本部 東京開発部 開発統括部長 高橋 忠男 開発本部 南関東開発部 開発統括 

開発本部 神奈川開発部 開発統括部長 田添 範夫 
開発本部 南関東開発部 

シニアマネジャー 



 

開発本部 北陸・三岐開発部  

開発統括部長 
坂元 敏之 

開発本部 中部開発部 

エリアマネジャー 

開発本部 大阪・和歌山開発部 

開発統括部長 
松井 毅 

開発本部 中部開発部 

シニアマネジャー 

商品本部 カウンター商品部 

カウンターFF担当部長 
川本 孝広 商品本部 九州商品部長 

商品本部 ナチュラルローソン商品部長 友永 伸宏 
商品本部 カウンター商品部 

カウンターFF担当部長 

商品本部 北海道商品部長 稲葉 潤一 商品本部 ナチュラルローソン商品部長 

商品本部 九州商品部長 岩崎 廣幸 
商品本部 デイリー商品部 

デリカ・日配食品・生鮮担当部長 

エンタテイメント・サービス事業本部 

サービス部長 
尾松 学 商品本部 北海道商品部長 

営業戦略本部 コントローラー 戸田 孝一 
商品本部 農業推進部 

関係会社担当部長 

業務統括本部 業務企画部長 秦野 芳宏 業務統括本部 システム活用推進部長 

業務統括本部 業務サポート部長 大日方 正 業務統括本部 オペレーション企画部長 

経営戦略本部 部長 川尻 祝由 経営戦略本部 シニアマネジャー 

 

[理事執行役員人事] 

新 職 氏  名 現 職 

理事執行役員 

開発本部 本部長補佐 兼 

法人企画部長 

垣内 昇 

（かきうち のぼる） 

開発本部 本部長補佐 兼 

法人企画部長 

 

 

 

 

 

 


