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株式会社サンクゼールの新体制について 
 

株式会社サンクゼール（本社:長野県飯綱町）は 2018年 6月 20日（水）に行われた、株主総会並びに取締

役会において下記の通り、役員人事を決定いたしました。2018年 6月 20日付けで株式会社サンクゼールの創

業者である、代表取締役社長久世良三が社長を退任、代表取締役会長に就任となり、現代表取締役専務久世良

太が代表取締役社長、現常務取締役久世直樹が取締役副社長に就任いたします。 

 

記 

＜取締役＞ 

氏名 新役職 旧役職 

久世 良三 代表取締役会長 代表取締役社長 

久世 良太 代表取締役社長 代表取締役専務 

久世 直樹 取締役副社長 常務取締役 

山田 保和 
常務取締役         

（事業部門担当取締役） 

取締役 

（事業部門担当取締役） 

神田 秀仁 
取締役           

（SCM部門担当取締役） 

取締役           

（SCM部門担当取締役） 

河原 誠一 
取締役           

（管理部門担当取締役） 
内部監査室室長 

今村 英明 社外取締役 社外取締役 

山本 義博 社外取締役 社外取締役 

 

＜監査役＞ 

氏名 新役職 旧役職 

山口 幸枝 監査役 監査役 

阿久津 正志  

（弁護士） 
社外監査役 社外監査役 

 

※取締役 山岡 潤司、取締役 下平 元美は退任致しました。在任中に賜りましたご厚情に深く御礼申し上げます。 

 

以上 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社サンクゼール（担当：高岡） 

 

E-mail：sc_pr@stcousair.co.jp 

http://stcousair.co.jp ☎026-219-3936 

ご多用中とは存じますが、ご取材賜りますように宜しくお願い申し上げます。 
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新代表取締役社長経歴 

 

氏名  久世良太 

生年月日 昭和 52年 3月 15日 

出身地  長野県 

最終学歴 平成 14年 3月 電気通信大学大学院  電子工学専攻 修了 

  平成 21年 3月 信州大学経営大学院 

イノベーション・マネジメント専攻 修了 

職歴  平成 14年 4月 セイコーエプソン㈱ 入社 

平成 17年 3月 セイコーエプソン㈱ 退社 

平成 17年 4月 ㈱斑尾高原農場（現 当社）入社 

平成 18年 4月 当社 経営サポート部 部長   

平成 18年 7月 当社 経営サポート部 部長 兼 経営企画室長   

平成 20年 8月 当社 取締役 経営サポート本部 本部長   

平成 23年 8月 当社 専務取締役   

平成 24年 6月 当社 代表取締役専務（現任） 

平成 25年 6月 ㈲斑尾高原農場 代表取締役 

平成 29年 5月 ㈱斑尾高原農場 設立 代表取締役社長（現任） 

平成 29年 6月 St.Cousair Oregon Orchards, Inc.取締役（現任） 

平成 30年 1月 ㈲斑尾高原農場 代表取締役 退任 

平成 30年 6月 当社 代表取締役社長就任 

 

 

 

 

新取締役副社長経歴 

 

氏名  久世直樹 

生年月日 昭和 53年 12月 31日 

出身地  長野県 

最終学歴 平成 16年 

University of California,Davis Viticulture and Enology 卒業 

職歴  平成 16年 2月 ㈱斑尾高原農場（現 当社） 入社 

平成 18年 4月 当社 サンクチュアリー事業部部長 

平成 20年 8月 当社 取締役 

平成 22年 2月 聖久世商貿有限公司 総経理 

平成 24年 12 月 同社 総経理 退任 

平成 23年 8月 当社 常務取締役 販売本部本部長 

平成 29年 4月 当社 常務取締役 

平成 29年４月 St.Cousair Oregon Orchards, Inc. 設立、代表取締役社長 

平成 30年 6月 当社 取締役副社長就任 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社サンクゼール（担当：高岡） 

 

E-mail：sc_pr@stcousair.co.jp 

http://stcousair.co.jp ☎026-219-3936 
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サンクゼール創業者からの事業承継と基本方針 

 2018 年 6 月 27 日、私たちは１つの決断をしました。近年注力してきた「新規店舗出店」、「新商品投入」

など、事業成長戦略を基軸にした経営戦略から脱し、お客様の満足のための基本に戻り全国の「サンクゼール」

「久世福商店」既存店舗、及び長年愛されている定番商品を磨き続けることに地道に取り組んでいきます。「創

業の原点回帰（既存店、既存商品、既存顧客の重視）」「ブランド力の向上（食の担い手としてお客様に信頼さ

れるブランドに成長する）」「お客様目線の商品経営（おいしさと安心安全の絶対追求）」を宣言します。 

思い返せば、サンクゼール創業者である久世良三の妻まゆみが斑尾高原のペンションの朝食で、自分の家族

のため、また家族のように親しいお客様のために、健康を気遣い作っていた甘さ控えめのジャムが原点でした。 

1975 年ペンション開業以来 40 年以上もの間、久世良三と久世まゆみは夢を描き走り続けてきました。そ

の道は決して平坦ではなく患難が何度もありましたが、いつも未来への灯火があり、救いの道を与えられ、ギ

リギリで何とか乗り越えることができました。久世良三が 40 年間描き続けた夢、皆で創り上げたブランド、

商品、店舗、ヒト、コト、モノを受け継ぎ、それらが今後もより発展しながら継続できるように、新代表取締

役社長久世良太と新取締役副社長久世直樹の強固な新しい組織体制の下、以下の施策に注力します。 

 

「原点回帰」「ブランド力の向上」（一部抜粋） 

◆私たちの定番商品を開発者、原料購買、店舗・・・全社で絶えず磨き続ける 

◆商品の開発ストーリーを売場へ、売場からお客様へ伝達する 

◆ギフト商品の拡大 

◆業務用卸販売の強化 

◆ネットショップの充実化 

 

「久世福商店」から「KUZEFUKU & SONS」へ、小売から業務用卸売へ 

St.Cousair Oregon Orchards, Inc.（以下 SCOO 社）は単に製造の拠点だけでなく、「KUZEFUKU & SONS」

という新ブランドを立ち上げ、営業の拠点としても機能しつつあります。「KUZEFUKU & SONS」の「SONS」

は、夢を描き続け、困難な時代を切り拓いてきた久世ファミリーの血を受け継ぐ息子たちと、久世ファミリー

と一緒に走り続けてきた同志たちを表しています。ペンションの朝食、手作りジャムから始まった「サンクゼ

ール」ブランドと、世界をめざして“ザ・ジャパニーズ・グルメストア”をコンセプトとした「久世福商店」

ブランドコンセプトを兼ね備えながら、日本品質の食文化を世界に広めて未来へ伝えていくことがブランドの

存在価値です。 

早速、久世福商店の「風味豊かな万能だし」がつい先日米国の飲食店で採用されました。既にご注文をいた

だいており 7 月中旬に現地に到着する予定です。「風味豊かな万能だし」は「久世福商店」の看板商品で小売

用の商品ですが、今回米国飲食店に販売するのは弊社飲食店舗「久世福食堂」（長野県軽井沢町）で味噌汁に

提供するために使用している業務用の大きさと同じものです。業務用「風味豊かな万能だし」は 5 月に米国で

開催された業務用の食品展示会でご提案しました。評判は良く、今後も多方面に提案を進めていきます。 

一方で SCOO 社自社製造商品についても「KUZEFUKU & SONS」ブランドでの展開だけでなく、OEM の商談

も行い販路拡大を推し進めているところです。 

 弊社はこれまで製造小売の枠で商いを行っていましたが、SCOO 社の新たなブランド「KUZEFUKU & SONS」

は、製造小売だけでなくさらに業務用卸売にも挑戦します。 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社サンクゼール（担当：高岡） 
E-mail：sc_pr@stcousair.co.jp 
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株式会社サンクゼールのあゆみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 50年 新潟県斑尾高原スキー場で「ペンション KUZE」開業 

昭和 54年 ペンション経営の傍ら、ジャム製造販売開始 

昭和 56年 「ペンション KUZE」廃業、売却 

昭和 57年 株式会社斑尾高原農場設立 

昭和 63年 飯綱町（旧三水村）に本社、ジャム工場建設、生産開始 

平成元年 「レストラン・サンクゼール」オープン、ワイン用ぶどう栽培開始 

平成 2年 ワイナリー、売店、BBQハウス新設 

平成 11年 第 1号直営店「サンクゼール・ワイナリー 軽井沢店」オープン 

平成 17 年 株式会社サンクゼールへ社名変更 

平成 25 年 信濃町に「サンクゼールの森」取得、久世福商店第 1 号店（千葉県）オープン 

平成 29 年 米国に St.Cousair Oregon Orchards,Inc.（SCOO 社）設立 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社サンクゼール（担当：高岡） 
E-mail：sc_pr@stcousair.co.jp 

http://stcousair.co.jp ☎026-219-3936 

ご多用中とは存じますが、ご取材賜りますように宜しくお願い申し上げます。 

 

 


