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人事異動に関するお知らせ 

 

この度、当社は一般の人事異動を実施致しますので、ご案内申し上げます。 

 

 

記 

 

（３月６日付） ※MV はマックスバリュ、Mgr はマネジャーの略です。 

【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 

MV 東兵庫事業部長       

兼 MV 事業本部長代行 
ストアオペレーション本部長 石田 智也 

人事教育部長 人事総務本部長 岡本 芳明 

MV 西兵庫・岡山・四国事業部長 岡山・四国営業部長     平岡 英樹 

MV 広島・山口事業部長 西兵庫営業部長 砂村 哲也 

水産商品部長 兵庫・岡山・四国商品部生鮮 Mgr 犬塚 昌彦 

畜産商品部長 広島・山口商品部長 枡田 泰己 

デイリー商品部長 兵庫・岡山・四国商品部長 中塚 信之 

コーディネーター部長 四国エリア Mgr 奥野 秀起 

業務改革部長 コーディネーター部長 為数 一美 

開発部長 第 1開発部長 澤山 真一 

総務部長 新店・活性化 PT リーダー 中野 浩二 

お客さまサービス部長 加古川営業部長 宇高 正勝 



阪神エリア Mgr 阪神営業部長 山本 敬一 

加古川・高砂エリア Mgr 広島営業部長 松本 久憲 

東播エリア Mgr 畜産商品部長 林  一則 

姫路東エリア Mgr 下関エリア Mgr 代行 石田 和己 

姫路西エリア Mgr 北兵庫エリア Mgr 池内 基恵 

西播･岡山エリア Mgr デイリー商品部長 仲田  学 

広島エリア Mgr 中兵庫営業部長 岡脇 俊文 

山口東エリア Mgr 山口営業部長 反田 輝夫 

明石エリア Mgr 姫路西エリア Mgr 浅霧 良太 

北兵庫エリア Mgr イオンタウン姫路店 店長 中島  孝 

東兵庫           

オペレーショングループ Mgr 
高砂エリア Mgr 藤本 利和 

四国エリア Mgr 平田店 店長 新本 達也 

西兵庫・岡山・四国      

オペレーショングループ Mgr 
第 2 開発部 兵庫開発担当 坂田 和弥 

広島東エリア Mgr 広報 Mgr 柿花 利幸 

山口西エリア Mgr 末武店 店長 西本  真 

広島・山口         

オペレーショングループ Mgr 
水産商品部長 守田 芳通 

農産売場推進グループ Mgr 西兵庫エリア Mgr 藤原 俊郎 

デリカ商品開発グループ Mgr コーディネーターMgr 末延 芳正 

デイリーグループ商品 Mgr 兵庫・岡山・四国商品部フーズ Mgr 花園 裕之 

コーディネーターグループ Mgr   

兼リプリニッシャーMgr 
MV 営業オペレーション Mgr 吉村 俊昭 

東兵庫 SV グループ Mgr 姫路東エリア Mgr 梅谷 政司 



西兵庫・岡山・四国      

SV グループ Mgr 
商品企画 Mgr 山田 一典 

広島・山口 SV グループ Mgr 広島・山口商品部 生鮮 Mgr 高尾 勝利 

活性化推進企画グループ Mgr 新店・活性化 PT 企画 Mgr 桑野 和弘 

ザ・ビッグ戦略グループ Mgr 兵庫戦略 PT Mgr 山嵜  歩 

ＣＳ推進グループ Mgr フレックス委員会担当 山本 香織 

経費構造改革グループ Mgr 棚卸・営業管理リーダー 五島 寛明 

物流グループ Mgr 営業管理・物流 Mgr 山下 英明 

山口・愛媛開発グループ Mgr 山口・愛媛開発 Mgr 代行 新見  功 

兵庫開発グループ Mgr 兵庫開発リーダー 有田 成智夫 

建設グループ Mgr 建設リーダー 横野 公彰 

コントロールグループ Mgr 加古川エリア Mgr 木村 敏之 

経営企画グループ Mgr 経営企画リーダー 川井 朋子 

広報グループ Mgr 明石エリア Mgr 福岡  新 

採用教育グループ Mgr 代行 教育担当 山田 一喜 

ザ・ビッグ周東店 店長 ザ・ビッグ防府東店 店長 上田 雅信 

ザ・ビッグ防府東店 店長 ザ・ビッグ岩国店 副店長 松原 慶尚 

ザ・ビッグ松神子店 店長 ザ・ビッグ多度津店 副店長 達川 真路 

宮西店 店長 北条店 店長 前田 岳嗣 

北条店 店長 佐伯店 店長 大田 善之 

高屋店 店長 山田店 店長 柴田 弘司 

広東店 店長 市川店 店長 藤井 岩一郎 

フォレオ広島東店 店長 ザ・ビッグ松神子店 店長 伊勢 進太郎 



高陽店 店長 
ＭＶ広島・山口商品部    

デリカリーダー 
塚本  宏 

段原店 店長 高屋店 店長 南   隆介 

草津南店 開設委員長 神河店 店長 山本 昴樹 

末武店 店長 徳山東店 店長 庄本 和生 

山田店 店長 
新店･活性化ＰＴ       

店舗サポートリーダー 
大西 直浩 

徳山東店 店長 三木北店 店長 笹野 禎宏 

柳井店 店長 徳山東店 副店長 松原 健司 

佐伯店 店長 デイリー商品部 担当 越水 和彦 

イオンタウン姫路店 店長 段原店 店長 松本 秀樹 

佐用店 店長 中島店 店長 大槻 勝也 

西の土居店 店長 
新店･活性化ＰＴ       

デイリー・デリカ企画担当 
大西 清巳 

平田店 店長 
ＭＶ兵庫･岡山･四国商品部   

デリカリーダー 
松浦 達也 

大池店 店長 宮西店 店長 井上 敏一 

石守店 店長 
マーケティング部      

セールス・催事担当 
奥野 大介 

友沢店 店長 
店舗オペレーション部    

作業システム担当 
谷 修一 

三木北店 店長 水産商品部 塩干・冷凍担当 秋原 徹男 

中島店 店長 
グロサリー・リカー商品部 

米・飲料・タバコ担当 
則本 修一郎 

西脇小坂店 店長 
ＭＶ兵庫･岡山･四国商品部   

農産リーダー 
大西 孝幸 

市川店 店長 広東店 店長 川西 勝浩 

神河店 店長 
ＭＶ営業オペレーション    

兵庫・岡山・四国担当 
川崎 潤一郎 

 

 

  以上 


