
 

 

 

平成 29 年５月 23 日 

各  位 

会 社 名  株式会社アークス   

代表者名  代 表 取 締 役 社 長  横 山  清   

  (コード：9948 東証第一部、札幌) 

問合せ先  取締役常務執行役員 

管理部門・コーポレート部門管掌 

    古川  公一   

  (TEL．011-530-1000)  

 

 

新役員体制に関するお知らせ 

 

 

本日開催の第56期定時株主総会並びに同日開催された取締役会において、当社の新役員

体制を正式に決定いたしましたので、当社子会社の新役員体制と併せて別紙のとおりお知

らせいたします。 

 

以上 



アークスグループ役員一覧
平成29年5月23日現在

【株式会社アークス】 【株式会社ラルズ】

役職名 氏　名 役職名 氏　名

　代表取締役会長 　三　浦　　紘　一 　代表取締役会長・ＣＥＯ 　横　山　　清

　代表取締役副会長 　福　原　　朋　治 　代表取締役副会長

　代表取締役社長 　横　山　　清 　兼商品統括部担当

　取締役常務執行役員 　古　川　　公　一 　代表取締役社長・ＣＯＯ

　取締役執行役員 　六　車　　亮 　兼営業本部長

　取締役執行役員 　小苅米　 秀  樹 　常務取締役販売統括部担当

　取締役執行役員 　福　原　　郁　治 　兼営業企画部ＧＭ

　取締役執行役員 　井　上　　浩　一   常務取締役商品統括部

　取締役執行役員 　澤　田　　司   生鮮食品グループ担当

　取締役執行役員 　猫　宮　　一　久   兼ロジスティクスグループ担当

　取締役 　佐　伯　　浩 　取締役商品統括部

　取締役 　佐々木　 亮  子 　ロジスティクスグループ

　常勤監査役 　佐　川　　広　幸 　生鮮食品流通センター

　監査役 　児　玉　　勝　博 　センター長

　監査役 　髙　嶋　　智 　取締役商品統括部

　監査役 　伊　東　　和　範 　生鮮食品グループ

　執行役員 　増　山　　謙　一 　第４商品部ＧＭ

　執行役員 　阿　部　　修 　兼ロジスティクスグループ

  特別顧問 　遠　藤　　須美夫 　デリカセンター　センター長

  取締役販売統括部

　店舗サポート部担当

【株式会社ユニバース】   兼創発プロジェクト担当 

役職名 氏　名 　取締役管理部門兼アークス担当 　古　川　　公　一

　代表取締役会長 　横　山　　清 　常勤監査役 　佐　川　　広　幸

　代表取締役社長 　三　浦　　紘　一 　監査役 　児　玉　　勝　博

　常務取締役店舗運営本部長 　監査役 　髙　嶋　　智

　兼店舗運営部長 　監査役 　伊　東　　和　範

　常務取締役管理本部長 　根　岸　　誠 　執行役員室蘭地区本部長

　取締役情報システム部長 　井　上　　浩　一 　兼室蘭地区管理部ＧＭ

　取締役営業企画部長 　三　浦　　建　彦 　執行役員商品統括部

　取締役商品部長 　田名部　 淳　雄 　一般食品グループ担当

　取締役開発部長 　山　川　　哲　生 　兼第６商品部ＧＭ

　取締役ネットビジネス推進部長 　遠　藤　　隆　広 　執行役員販売統括部

　常勤監査役 　小山田　 雅  春 　店舗運営部ＧＭ

　監査役 　佐　川　　広　幸 　執行役員アークス担当 　河　関　　俊　明

　監査役 　山　下　　峯　弘

　監査役 　新　山　　和　幸

　増　山　　謙　一

　猫　宮　　一　久

　齋　藤　　英　之

　松　尾　　直　人

　鈴　木　　博　雅

　大　坂　　光　克

　酒　井　　純

　長　崎　　善　人

　桜　井　　辰　男

　大　山　　仁

　樋　口　　裕　晃



【株式会社ベルジョイス】 【株式会社福原】

役職名 氏　名 役職名 氏　名

　代表取締役名誉会長兼ＣＥＯ 　遠　藤　　須美夫 　代表取締役会長 　福　原　　朋　治

　代表取締役会長 　小苅米　 秀　樹 　代表取締役社長 　福　原　　郁　治

　代表取締役社長 　澤　田　　司 　取締役相談役 　横　山　　清

　取締役相談役 　横　山　　清 　常務取締役　業務全般 　中　村　　貴　幸

　常勤監査役 　中　島　　敬 　取締役店舗運営部統括ＧＭ

　常勤監査役 　髙　橋　　政　敏 　兼生産性向上推進室管掌

　監査役 　佐　川　　広　幸 　常勤監査役 　児　玉　　勝　博

　監査役 　齊　藤　　静　夫 　監査役 　佐　川　　広　幸

　常務執行役員管理部ＧＭ 　監査役 　髙　嶋　　智

　兼チェーンサポート部 　監査役 　伊　東　　和　範

　店舗開発部ＧＭ

　常務執行役員管理部ＧＭ

　兼チェーンサポート部 【株式会社道北アークス】

　店舗開発部ＧＭ 役職名 氏　名

　執行役員第１事業部ＧＭ 　代表取締役社長 　六　車　　亮

　兼チェーンサポート部 　代表取締役専務営業本部長 　横　塚　　恵　三

　物流センターＧＭ 　常務取締役商品本部長

　執行役員第１事業部商品部ＧＭ 　佐　藤　　裕　之 　兼営業副本部長

　執行役員第２事業部ＧＭ 　常務取締役販売本部長

　兼商品部ＧＭ 　兼営業副本部長

　執行役員 　取締役相談役 　横　山　　清

　第２事業部店舗運営部ＧＭ 　取締役人事部ＧＭ 　村　田　　誠　司

　執行役員管理部人事部ＧＭ 　取締役開発統括部統括 　六　車　　修

　兼総務部ＧＭ 　取締役経理部ＧＭ 　小　嶋　　隆　久

　執行役員業務改革室ＧＭ 　高　橋　　正 　常勤監査役 　三戸部　 博

　監査役 　佐　川　　広　幸

　監査役 　髙　嶋　　智

　監査役 　伊　東　　和　範

　執行役員カイゼン政策室室長 　蝶　野　　博　昭

　執行役員DaMC統括部統括 　池　内　　貴　幸

　執行役員生鮮商品統括部統括 　熊　谷　　真　吾

　執行役員販売統括部統括 　安　川　　雅　弘

　執行役員

　グロサリー商品統括部統括 

　名誉会長 　六　車　　寛

　花　上　　昭

　竹　永　　徹　雄

　松　岡　　直　人

　喜　多　　敏　丈

　東　出　　雅　宏

　阿　部　　修

　菊　池　　甚　成

　女　鹿　　剛

　前　田　　昌　徳

　六　車　　聖



【株式会社東光ストア】 【株式会社道南ラルズ】

役職名 氏　名 役職名 氏　名

　代表取締役会長 　横　山　　清 　代表取締役会長 　横　山　　清

　代表取締役社長 　楠　美　　秀　一 　代表取締役社長

　専務取締役営業企画室担当 　兼営業本部長

　兼商品統括部担当 　専務取締役店舗運営部ＧＭ 　今　野　　伸

　常務取締役アークス担当 　広　中　　裕　之 　取締役管理部ＧＭ 　中　村　  善  幸

　取締役販売統括部担当 　取締役 　古　川　　公　一

　兼店舗サポート部ＧＭ 　監査役 　佐　川　　広　幸

　取締役管理統括部担当 　監査役 　児　玉　　勝　博

　兼総務・人事部ＧＭ 　執行役員店舗運営部

　常勤監査役 　田　守　　隆　行 　Ｃ＆Ｓ・宅配ＧＭ

　監査役 　佐　川　　広　幸 　執行役員

　監査役 　髙　嶋　　智 　ビッグハウスアドマーニ店長

　監査役 　伊　東　　和　範 　執行役員商品部ＧＭ 　大　西 　 辰　雄

　執行役員

　管理統括部経理部ＧＭ

　執行役員商品統括部

　生鮮食品担当兼水産部ＧＭ 【株式会社エルディ】

　執行役員販売統括部 役職名 氏　名

　店舗運営部ＧＭ 　代表取締役会長 　福　原　　朋　治

　代表取締役社長 　横　山　　清

　常務取締役営業統括 　北　野　　達　志

　取締役ホームセンター事業ＧＭ 　山　田　　美智秀

　取締役 　六　車　　亮

　取締役 　古　川　　公　一

【株式会社道東アークス】 　監査役 　佐　川　　広　幸

役職名 氏　名

　代表取締役会長 　横　山　　清

　代表取締役社長兼営業本部長 　篠　原　　肇

　取締役相談役 　福　原　　朋　治 ※ＧＭはゼネラルマネジャーの略称であります。

　専務取締役商品統括部担当

　兼ロジステックグループＧＭ

　常務取締役販売統括部担当 　小　田　　敏　幸

　取締役 　篠　原　　弘　至

　監査役 　佐　川　　広　幸

　監査役 　児　玉　　勝　博

　執行役員管理部ＧＭ 　樋　口　　雅　輝

以　上

　酒　井　　浩　仁

　鍋　谷　  光　明

　鎌　田　　保　雄

　大　畑　　忠　生

　中津井　 英　司

　小　坂　　潤

　小　野　　彰　司

　土　手　　光　三

　加　藤　　利　昭

　佐　藤　　六　男
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