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国分グループ本社、2021 年 1 月 1 日付 組織改定および執行役員人事

国分グループ本社（株）
〔本社：東京都中央区、会長兼 CEO：國分勘兵衛〕の 2021 年 1 月 1 日付
組織改定および執行役員人事について、下記のとおりご連絡いたします。
記
＜組織改定＞
1. 経営企画部
「経営企画部」の傘下にある「企画一課」と「企画二課」を統合し、
「企画課」とする。
2. サプライチェーン統括部
「サプライチェーン統括部」を設置し、傘下に「イノベーション推進部」
「業務改革推進部」
「デジタ
ル推進部」を設置する。
〇イノベーション推進部
・
「経営企画部事業開発課」を廃組し、
「イノベーション推進課」を設置する。
〇業務改革推進部
・
「業務改革推進課」を設置し、シンプルな業務推進担当の業務を移管する。
・
「マスター管理課」を設置し、
「ＭＤ統括部」のマスター管理業務を移管する。
〇デジタル推進部
・
「経営企画部デジタルソリューション課」を廃組し、
「デジタル推進課」を設置する。
・
「流通プラットフォーム課」を設置し、流通プラットフォーム展開プロジェクトを移管する。
3. マーケティング・商品統括部
「マーケティング統括部」と「ＭＤ統括部」を統合し「マーケティング・商品統括部」を設置する。
・
「マーケティング・商品統括部」の傘下に「マーケティング部」
「商品開発部」
「加工食品・菓子
部」
「酒類部」
「低温食品部」および「戦略推進室」を設置する。
・
「マーケティング部」の傘下に、
「企画課」
「推進課」
「デジタルマーケティング課」を設置する。
・
「商品開発部」の傘下に「開発一課（オリジナル食品）
」
「開発二課（オリジナル酒類）
」
「開発
三課（オリジナル菓子・低温食品）
」
「ギフト・ＥＣ開発課」
「輸入商品課」
「販売業務課」を設
置する。
・
「加工食品・菓子部」の傘下に、
「食品一課（飲料・即席めん等）
」
「食品二課（調味料・乾物等）
」
「菓子課」を設置する。
・
「酒類部」の傘下に、
「酒類一課（ビール・洋酒）
」
「酒類二課（和酒）
」を設置する。
・
「低温食品部」の傘下に、
「低温一課（チルド）
」
「低温二課（冷食・冷菓）
」を設置する。
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4. 営業戦略統括部
「広域統括部」を廃組し、
「営業戦略統括部」を設置する。
・
「営業戦略統括部」の傘下に、
「広域ユニット担当」
「ドラッグストア担当」
「ＥＣ／宅配担当」
「生
協担当」および「戦略推進室」を設置する。
5．低温フレッシュデリカ統括部
「低温フレッシュ統括部」を「低温フレッシュデリカ統括部」に改称する。
・
「ＭＤ課」を廃組し、
「マーケティング・商品統括部低温食品部」へ移管する。
・
「デリカ推進課」を設置する。
・
「戦略・業務推進課」を「戦略推進室」に「フレッシュ課」を「フレッシュ推進課」に改称する。
6．フードサービス統括部
・
「フードサービス統括部」を設置し、傘下に「フードサービス事業部」を設置する。
・
「グループ戦略推進室」を「戦略推進室」に改称する。
＜執行役員人事＞
【国分グループ本社株式会社】
氏 名

発令事項

旧所属

土井 弘光

取締役常務執行役員経営統括本部副
取締役常務執行役員経営統括本部副
本部長兼東日本営業統括兼国分首都
本部長（国分首都圏（株）取締役会長）
圏（株）取締役会長

内藤 悟

取締役常務執行役員経営統括本部副
取締役常務執行役員経営統括本部副
本部長兼国分首都圏（株）代表取締役
本部長
社長執行役員

碇 豊樹

取締役常務執行役員経営統括本部副
取締役常務執行役員経営統括本部副
本部長兼西日本営業統括兼国分西日
本部長（国分西日本（株）取締役会長）
本（株）代表取締役社長執行役員

杉野 直起

取締役常務執行役員経営統括本部副
本部長兼営業戦略統括部長兼戦略推
進室長兼卸統括部長（ＡＣ営業統括・
流通事業部管掌）

取締役常務執行役員経営統括本部副
本部長兼マーケティング統括部長兼
卸統括部長兼広域統括部長（ＭＤ統括
部・品質管理部・流通事業部管掌）

取締役常務執行役員経営統括本部副
本部長兼低温フレッシュデリカ統括
部長兼国分フードクリエイト（株）代
表取締役社長執行役員
取締役執行役員経営統括本部副本部
長兼経営企画部長兼サプライチェー
ン統括部長兼イノベーション推進部
長兼ヘルスケア統括部長（物流統括部
管掌）

取締役常務執行役員経営統括本部副
本部長兼低温フレッシュ統括部長兼
国分フードクリエイト（株）代表取締
役社長執行役員

山崎 佳介

相澤 正邦
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取締役執行役員経営統括本部副本部
長兼経営企画部長兼ヘルスケア統括
部長

氏 名

発令事項

旧所属

物井 敦

取締役執行役員経営統括本部副本部 取締役執行役員経営統括本部副本部
長兼国分首都圏（株）代表取締役社長 長兼物流統括部長（収益管理・シンプ
ルな業務推進担当）
執行役員

鈴木 嘉一

取締役執行役員経営統括本部副本部
取締役執行役員経営統括本部副本部
長兼マーケティング・商品統括部長兼
長兼フードサービス事業部長兼グル
フードサービス統括部長兼戦略推進
ープ戦略推進室長
室長（品質管理部管掌）

東野 聡

執行役員マーケティング・商品統括部
執行役員ＭＤ統括部長兼商品二部長
酒類部長兼戦略推進室長

高波 圭介

国分フードクリエイト（株）専務執行
役員経営統括部長兼人事総務部長兼
販売業務部長（物流・システム部管掌）
兼日本デリカ運輸（株）出向兼国分グ
ループ本社（株）執行役員低温フレッ
シュデリカ統括部戦略推進室長

石橋 逸平

執行役員経営統括本部付部長兼国分
執行役員経営統括本部付部長兼（株）
東北（株）代表取締役社長執行役員兼
ナックス代表取締役社長
経営統括部長

平井 匠

執行役員流通事業部長兼営業二課長
執行役員広域統括部戦略推進担当部
兼営業戦略統括部戦略推進室部長（７
長（７＆ｉHD ユニット長）
＆ｉHD ユニット長）

佐藤 登志也

執行役員情報システム部長兼サプラ
情報システム部長
イチェーン統括部デジタル推進部長

前原 康宏

今井 博臣

川野 政治

国分フードクリエイト（株）専務執行
役員経営統括部長兼人事総務部長兼
販売業務部長（物流・システム部管掌）
兼日本デリカ運輸（株）出向兼国分グ
ループ本社（株）執行役員低温フレッ
シュ統括部戦略推進担当部長

国分関信越（株）常務執行役員卸事業
部長兼フードサービス事業部長（マー
執行役員経営統括本部付部長兼国分 ケティング部管掌）兼国分フードクリ
関信越（株）代表取締役社長執行役員 エイト（株）関信越支社長兼国分グル
ープ本社（株）卸統括部関信越担当部
長
国分九州（株）執行役員第一支社長兼
執行役員経営統括本部付部長兼国分 営業業務課長兼物流・システム部長兼
マーケティング部長兼商品課長兼企
九州（株）代表取締役社長執行役員
画課長
執行役員経営統括本部付部長兼国分 国分西日本（株）執行役員量販事業部
西日本（株）代表取締役社長執行役員 長兼営業二課長
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氏 名

発令事項

旧所属

諏訪 勝巳

執行役員経営統括本部付部長兼国分
流通事業部長兼営業二課長
北海道（株）代表取締役社長執行役員

佐藤 和宏

執行役員経営統括本部付部長兼国分 フードサービス事業部業務担当部長
東北（株）代表取締役社長執行役員兼 兼グループ戦略推進室戦略推進担当
課長兼ヘルスケア統括部副部長
経営統括部長

堀内 孝之

執行役員物流統括部長

物流統括部副部長

【退任】

氏 名

発令事項

旧所属

黒澤 良一

国分北海道（株）顧問

執行役員経営統括本部付部長兼国分
北海道（株）代表取締役社長執行役員

大久保 徳政

国分関信越（株）顧問

執行役員経営統括本部付部長兼国分
関信越（株）代表取締役社長執行役員

玉置 信一

国分九州（株）顧問

執行役員経営統括本部付部長兼国分
九州（株）代表取締役社長執行役員

以上
◆お問い合わせ
国分グループ本社（株）経営企画部 広報課
電話：03-3276-4121
〒103-8241 東京都中央区日本橋 1-1-1 Mail：info01@kpost.kokubu.co.jp
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