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２ ０ １ 4 年 3 月 1 日 

株 式 会 社 サ ン デ ー 

 

人事異動について 

 

当社は、下記のとおり人事異動を実施いたしますのでご案内申し上げます。 

 

 

記 

1.一般人事 (3 月 1 日付) 

 

氏  名 【新 職】 【旧 職】 日 付 

和嶋  洋 

経営企画室 

戦略グループマネージャー 

経営企画室 

戦略担当マネージャー 

3/1 

田名部研一 

経営企画室  

コントロール課 課長 

経理部  

コントロール課 課長 

3/1 

荒井 俊行 

経営企画室 

コントロール課 マネージャー 

商品統括部 

コーディネーターマネージャー 

3/1 

齋藤 達哉 業務推進部 物流課 課長 

㈱ジョイ コントロール 

グループマネージャー 

3/1 

齊藤  均 

業務推進部 

ストアオペレーション課 課長 

営業本部 

ストアオペレーション課 課長 

3/1 

山美 貴央 業務推進部 業務改善課 課長 久慈長内店 店長 3/1 

田中  勇 人事総務部 法務課 課長 

人事総務部  

法務担当マネージャー 

3/1 

工藤 純一 人事総務部 人材開発課 課長 人事総務部 教育課 課長 3/1 

根市 典子 人事総務部 教育訓練課 課長 人事総務部 教育課 担当 3/1 

中村  理 

ホームマート営業部  

マネージャー 

ホームマート営業部 

マネージャー 兼 八戸地区長 

3/1 

澤田 達宏 

スーパーセンター営業部 

北東北エリアマネージャー 

スーパーセンター営業部 

北東北エリアマネージャー 

兼 販促グループマネージャー 

3/1 

関野 貴司 

営業企画部 

ネット推進グループマネージャー 

商品統括部 

ＨＥグループマネージャー 

兼 ＨＦグループマネージャー 

3/1 

中田 博樹 

商品統括部 

ＨＩグループマネージャー 

商品統括部 

ＨＩグループマネージャー 

兼 ＨＧグループマネージャー 

3/1 
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氏  名 【新 職】 【旧 職】 日 付 

佐々木 章 

商品統括部 

ＨＧグループマネージャー 

商品統括部 

日用品担当バイヤー 

3/1 

石橋 昌子 

商品統括部 

ＨＦグループマネージャー 

商品開発部 バイヤー 3/1 

澤田 英彰 

商品統括部 

ＨＥグループマネージャー 

商品開発部 バイヤー 3/1 

杉村 裕司 

ホームマート営業部 

八戸地区長 

営業企画部 

ネット推進課 課長代行 

3/1 

小野 良太 久慈長内店 店長 商品統括部 スーパーバイザー 3/1 

佐々木幸重 八戸長苗代店 店長 水沢佐倉河店 店長 3/1 

畠山 和寿 水沢佐倉河店 店長 大船渡店 店長 3/1 

上野  司 大船渡店 店長 

スーパーセンター鈎取店 

ホーム・ケア販売課長 

3/1 

白坂 利幸 八戸沼館店 店長 須賀川店 店長 3/1 

杉山 貢二 須賀川店 店長 水沢店 店長 3/1 

和田 壮司 水沢店 店長 

スーパーセンター加美店 

ホーム・ケア販売課長 

3/1 

河村 慎介 鷹巣店 店長 角館店 店長 3/1 

山田  忍 角館店 店長 鷹巣店 店長 3/1 

榎本 雅喜 三沢店 店長 八戸長苗代店 店長 3/1 

澁谷 光幸 

スーパーセンター十和田店 

ホーム・ケア販売課長 

三沢店 店長 3/1 

矢野 和幸 

スーパーセンター鈎取店 

ホーム・ケア販売課長 

スーパーセンター涌谷店 

ホーム・ケア販売課長 

3/1 

石澤 哲哉 

スーパーセンター涌谷店 

ホーム・ケア販売課長 

大曲店 ＨＦリーダー 3/1 

中村 憲司 

スーパーセンター加美店 

ホーム・ケア販売課長 

スーパーセンター加美店 

ＨＩ主任 

3/1 

山下 利幸 

スーパーセンター五城目店 

ホーム・ケア販売課長 

スーパーセンター五城目店 

ＨＩ主任 

3/1 

糸田  新 

スーパーセンター佐沼店 

ホーム・ケア販売課長 

スーパーセンター佐沼店 

ＨＩ主任 

3/1 

 

 

 

                                以  上 

 

 

【この件に関するお問合せ先】 経営企画室  佐藤、杉本 

               電   話：０１７８－４７－８５１１（代表） 


