
 
２０１３年６月５日 

各   位 
会 社 名 マ ックスバリュ東海株式会社 

代 表者名 代 表 取 締 役 社 長  神 尾 啓 治 

 （コード番号：８１９８東証第二部） 

問 合せ先 取締役経営管理本部長 浅 倉 智 

                       （TEL．０５５-９８９-５０５０㈹） 

 
 

人事異動に関するお知らせ 

 
 当社は、下記のとおり人事異動を実施いたしますのでお知らせいたします。 

 

記 

 
１．一般人事（６月３日付） 
①店舗 店長 

【新 職】 【旧 職】 【氏 名】 
［神奈川運営部］   
相模原西橋本店長 伊東広野店長 鈴木 和彦 

平塚河内店長 キミサワ裾野店長 三宅 勲 

開成店長 キミサワ修善寺店長 渡部 茂 

小田原荻窪店長 不動産管理部長 小林 暢也 

［東部第１運営部］   
松崎店長 Ｅｘｐ長泉店長 山口 卓也 

下賀茂店長 Ｅｘｐ三島本町店長 板垣 利郷 

伊豆下田店長 下賀茂店長 木村 和也 

稲取店長 技術教育センター次長 西明 一彦 

伊東広野店長 伊豆下田店長 増子 邦弘 

熱海店長 神奈川運営部長 鈴木 仁 

裾野店長 グラッテ香貫店長 金子 雅一 

富士吉田店長 静岡曲金店長 長倉 昌彦 
Ｅｘｐ熱海多賀店長 稲取店長 居山 茂晃 

［東部第２運営部］   
富士南店長 環境・社会貢献部長 渡邉 親一郎 

富士富士見台店長 キミサワ御殿場２４６店長 松下 雅一 

富士宮若宮店長 畜産部長 佐野 昭博 

Ｅｘｐ三島本町店長 ＣＳ推進部次長 山中 和代 

Ｅｘｐ長泉店長 キミサワせせらぎパーク三好店長  渡辺 謙一 

Ｅｘｐ富士川成新町店長 伊豆長岡店 兼重 恵二 

［中部運営部］   
静岡丸子店長 ザ・コンボ富士厚原店長 望月 眞次 

静岡曲金店長 松崎店長 横井 由弘 

静岡登呂店長 キミサワ港南台ＳＣ店長 平島 茂則 
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島田阿知ケ谷店長 静岡登呂店長 勝俣 清仁 

［西部運営部］   
大東店長 キミサワ壱町田店長 藁科 宜俊 

大須賀店長 島田阿知ケ谷店長 舘石 弘樹 

浜松葵西店長 大須賀店長 河原崎 紳次 

浜北店長 浜松葵西店長 武田 安弘 

［プライム事業推進部］   
キミサワ港南台ＳＣ店長 Ｅｘｐ熱海多賀店長 西島 尊 

キミサワ秦野店長 ザ・コンボﾞ函南店 関沢 直也 

キミサワ修善寺店長 プライム事業推進本部 新海 亘 

キミサワ壱町田店長 ザ・ビッグ甲府長松寺店長 杉田 泉 

キミサワせせらぎﾊﾟｰｸ三好店長 グラッテ香貫店 武蔵 恭介 

キミサワ裾野店長 開成店長 須田 匠 

キミサワ御殿場２４６店長 平塚河内店長 音渕 順一 

ザ・コンボ富士厚原店長 富士南店長 下鳥 和重 

グラッテ香貫店長 熱海店長 内田 博 

［ＢＩＧ運営部］   
ザ・ビッグ静岡新伝馬店長 Ｅｘｐ静岡川原店長 長下 真丈 

ザ・ビッグ浜松葵町店長 Ｅｘｐ磐田見付店長 堀内 基嗣 

ザ・ビッグ山梨中央店長 ザ・ビッグ静岡新伝馬店長 杉山 啓 

ザ・ビッグ甲府長松寺店長 ザ・ビッグ浜松葵町店長 柴田 敏之 

Ｅｘｐ静岡川原店長 秦野渋沢店 堀江 将嘉 

Ｅｘｐ静岡唐瀬店長 沼津南店 伊藤 正治 

Ｅｘｐ静岡新川店長 ザ・ビッグ山梨中央店長 黒田 武仁 

Ｅｘｐ磐田見付店長 浜北店長 川口 陽三 

Ｅｘｐ浜松住吉店長 キミサワ秦野店長 石川 進 

Ｅｘｐ浜松早出店長 グロサリー部 磯部 敬 

 
②本部 部・室長、次長職 

【新 職】 【旧 職】 【氏 名】 
［営業統括本部］   

新店・活性化チーム部長 東部第２運営部長 金森 公志 

神奈川運営部長 西部運営部長 杉浦 正剛（※）

東部第１運営部長 伊豆運営部長 山形 建 

東部第２運営部長 東部第１運営部長 日吉 進 

西部運営部長 店舗開発本部 山下 豊明 

特命担当部長 東部第３運営部長 海野 勲 

オペレーション改革チーム次長 裾野店長 市山 栄治 

［ＢＩＧ統括本部］   
ＢＩＧ運営部長 遠州運営部長 野村 洋 

ＢＩＧ運営部次長 ノンフード部長 根上 孝久 

［営業サポート本部］   
サービス事業部長 コーディネーター部長 中川 誠 

サービス事業部次長 グロサリー部 西田 浩子 

営業企画部 品質管理次長 品質管理部長 坂本 公 

ＣＳ推進部次長 ＣＳ推進部 桜井 契子 

［商品統括本部］   
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畜産部長 新店・活性化チーム部長 関根 賢一 

ノンフード部長 プライム事業推進本部 野口 和秀 

コーディネーター部長 プライム事業推進本部 齋藤 論 

［店舗開発本部］   

出店開発部長 出店開発部 静岡県統括部長 佐野 由政 

出店開発部 静岡県伊豆・東部次長 サービス事業部長 長島 竹次 

出店開発部 静岡県西部次長 マックスバリュ広州 出店開発部長 野々部 洋史 

出店開発部 山梨県次長 ＢＩＧ第２運営部長 末木 昭 

出店開発部 不動産次長 プライム事業推進本部 直井 洋 

［人事総務本部］   

人事部 教育 兼 技術教育センタ
ー次長 人事部 教育次長 石本 克巳 

人事部 人事・採用次長 人事部 採用次長 近藤 徹 

総務部長 兼 お客さま相談室長 お客さま相談室長 木内 康彦 

総務部  コンプライアンス次長 ＣＳ推進部長 藤田 芳生 

［経営管理本部］   

情報システム部次長 プライム事業推進本部 小泉 賢治 

［経営監査室］   

経営監査室長 コンプライアンス部長 高橋 誠 

経営監査室次長 経営監査室 井出 義弘 

 
※Ｅｘｐはエクスプレス、ＢＩＧはザ・ビッグ、ＣＳはカスタマーサービスの略。 
※氏名右横の「※」はイオンリテール株式会社からの出向者を表す。  
※着任日はそれぞれ異なります。 

 
以 上 


