
 

平成 26 年 2 月 17 日 

各  位 

会 社 名       株式会社オークワ 

代 表 者 名       代表取締役社長兼ＣＯＯ 神 吉 康 成 

(コード番号 ８２１７  東証第１部) 

問 合 せ 先       常務取締役財務本部長 森 川 昌 幸 

Ｔ Ｅ Ｌ       ０７３－４２５－２４８１ 

 

人事異動について 
 以下のとおり、人事異動を行いますのでご報告致します。 
 

記 

 
○人事異動（平成２６年２月２１日付）  

新職 （旧職） 氏名 

スーパーセンター有田川店 店長 （串本店 店長） 田中 昌宏 

スーパーセンター養老店 店長  （松阪田村店 店長） 飯田 昇 

スーパーセンター美濃インター店店長 （スーパーセンター養老店 店長） 小池 成尚 

串本店 店長 （和泉小田店 店長） 坂本 真次 

阿田和店 店長  （プライスカット度会店 店長） 杉谷 博司 

紀の川名手店 店長 （泉南・和歌山販売部 兼 紀北・紀中

販売部 ベーカリー部門ＳＶ） 斧 裕二 

橿原坊城店 店長 （貝塚三ツ松店 店長） 永井 正弘 

和泉小田店 店長  （スーパーセンター有田川店 店長） 山中 直也 

葛城忍海店 店長 （本社中島店 店長） 吉井 淳也 

寝屋川店 店長  （プライスカット川永西店 店長） 松浦 弘樹 

南摂津駅前店 店長 （高槻大塚店 店長） 川端 浩之 

貴志川店 店長  （販売事業部 水産部門 インストラクター） 門前 理 

粉河店 店長  （葛城忍海店 店長） 石井 賀一 

狭山店 店長 （大東店 店長） 稲見 拓也 

本社中島店 店長  （プライスカット天理北店 店長） 野口 克之 

大東店 店長 （生駒菜畑店 店長） 中塚 辰男 

白浜堅田店 店長  （美濃加茂店 店長） 森本 佳孝 

松阪長月店 店長 （紀南販売部 畜産部門ＳＶ） 水口 知樹 

松阪田村店 店長  （プライスカット三雲店 店長） 三住 将大 

貝塚三ツ松店 店長 （粉河店 店長） 西村 好孝 
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新職 （旧職） 氏名 

生駒菜畑店 店長 （狭山店 店長） 川人 邦俊 

大和郡山柳町店 店長  （安八店 店長） 蟹江 剛 

大和郡山筒井西店 店長 （伊賀上之庄店 店長） 浮野 亮 

美濃加茂店 店長  （プライスカット又穂店 店長） 石川 剛 

安八店 店長 （大和郡山柳町店 店長） 巽 博信 

有馬店 店長  （プライスカット有田店 店長） 島本 正利 

伊賀緑ヶ丘店 店長  （紀の川名手店 店長） 南原 渡 

伊賀上之庄店 店長 （伊賀緑ヶ丘店 店長） 山中 武史 

パレマルシェ堀田店 店長 （パレマルシェ神宮店 衣料品部門チーフ） 矢上 政彦 

パレマルシェ河和店 店長  （パレマルシェ堀田店 店長） 南泉 晴俊 

パレマルシェ西尾店 店長 （パレマルシェ河和店 店長） 長谷川 裕昭 

プライスカット有田店 店長  （食品事業部 水産部門Ｂｙ） 横井 明浩 

プライスカット天理北店 店長 （プライスカット伊勢馬瀬店 店長） 辻 雅之 

プライスカット川永西店 店長  （食品事業部 水産部門 地区Ｂｙ兼ＳＶ） 橋爪 雄史 

プライスカット度会店 店長  （食品事業部 一般食品部門Ｂｙ） 辻本 秀樹 

プライスカット鈴鹿エース店 店長 （プライスカット和泉鶴山台店 店長） 川口 健男 

プライスカット田辺下万呂店 店長  （開発本部出店開発部出店用地開発課） 西田 隆志 

プライスカット和泉鶴山台店 店長 （食品事業部 水産部門 地区Ｂｙ兼ＳＶ） 小原 茂弘 

プライスカット柳津店 店長  （スーパーセンター名張店 惣菜部門チーフ） 松本 義則 

プライスカット明石大久保店 店長 （プライスカット田辺下万呂店 店長） 大川 敏彦 

プライスカット伊勢馬瀬店 店長  （東海販売部 加工食品部門ＳＶ） 村林 秀紀 

プライスカット三雲店 店長 （食品事業部 一般食品部門ＤＢ） 山本 昇 

プライスカット又穂店 店長  （プライスカット鈴鹿エース店 店長） 佐藤 友則 
和歌山物流センター 兼 泉佐野流通

センター センター長  （食品事業部  畜産部門シニアＢｙ） 田中 雅和 

和歌山食品センター センター長 （和歌山食品センター兼和歌山物流センタ

ー兼泉佐野流通センター センター長） 成瀬 英司 

みはま流通センター センター長  （阿田和店 店長） 上中 雅文 

 
  呼称について 
   Ｂｙ・・・バイヤー 
   ＳＶ・・・スーパーバイザー 
   ＤＢ・・・ディストリビューター 
 

以上      


