
 

 

平成 25 年 2 月 12 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 一 部 ・ 大 証 第 一 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２５年２月２１日付）  
新職 （旧職） 氏名 

営業戦略部 部長 （営業戦略部 GM 兼 e-ビジネス部 GM） 藤井 直 
ＳＢ製造部 部長 （SB 製造部 GM 兼食品事業部 惣菜部門 SBy） 深見 正博 
食品事業部 水産部門 SBy （営業本部 水産部門 SSV） 谷 謙一 
食品事業部 惣菜部門 SBy （食品事業部 惣菜部門 By） 西村 政行 
住居関連事業部  マネージャー （住居関連事業部 ディレクター） 青山 拓司 
オーシティ田辺店 店長 （貴志川店 SMr） 向門 悟 
ジョイシティ伊賀上野店 店長 （和泉小田店 SMr） 佐地 正博 
パレマルシェ神宮店 店長 （メッサガーデンパーク和歌山店 SMr） 辻本 一好 
パレマルシェ西春店 店長 （ジョイシティ伊賀上野店 SMr） 片山 正人 
メッサ岩出西店 店長 （人事部付） 上東 康男 
メッサガーデンパーク和歌山店 店長 （メッサ岩出西店 SMr） 中沢 秀秋 
メッサ高松店 店長 （橋本林間店  SMr） 宮井 康成 
パレマルシェららぽーと磐田店 店長 （安八店 SMr） 箕造 力朗 
パレマルシェ名鉄岐阜店 店長 （パレマルシェ西可児店  SMr） 奥村 清 
スーパーセンター和泉納花店 店長 （大和高田店 SMr） 久次米 宏記 
ウィンディ岸和田店 店長 （狭山店  SMr） 藤井 裕喜 
橋本林間店 店長 （和歌山中之島店 SMr） 黒木 一功 
和泉小田店 店長 （香芝インター店 SMr） 坂本 真次 
サンクシティ榛原店 店長 （営業本部 農産部門 SSV） 浦田 信久 
大淀西店 店長 （サンクシティ榛原店  SMr） 中岡 利章 
葛城忍海店 店長 （プライスカット川永西店  SMr） 石井 賀一 
貴志川店 店長 （営業本部 畜産部門 SSV） 浦辺 博康 
狭山店 店長 （かつらぎ店  SMr） 川人 邦俊 
かつらぎ店 店長 （プライスカット西庄店 SMr） 平阪 登 
津高茶屋店 店長 （松阪田村店 SMr） 石黒 紀昭 
岸和田八田店 店長 （葛城忍海店 SMr） 山中 孝之 
大浦街道店 店長 （オーストリート橋本彩の台店  SMr） 大谷 渉 



 

新職 （旧職） 氏名 
泉大津店 店長 （プライスカット和泉鶴山台店  SMr） 安川 和希 
松阪田村店 店長 （西改田店 SMr） 飯田 昇 
大和郡山筒井北店 店長 （亀山店  SMr） 松村 隆司 
大和高田店 店長 （メッサ高松店 SMr） 高垣 喜彦 
亀山店 店長 （名古屋守山店 SMr） 小林 賢次 
オーストリート橋本彩の台店 店長 （オーシティ田辺店 SMr） 森田 和年 
和歌山中之島店 店長 （食品事業部 水産部門  SBy） 島田 定則 
六十谷店 店長 （プライスカット神前店  SMr） 桧尾 安司 
香芝インター店 店長 （スーパーセンター和泉納花店 SMr） 北浦 良治 
忠岡店 店長 （プライスカット明石大久保店  SMr） 中西 大介 
西改田店 店長 （パレマルシェ西春店 SMr） 堀 武雄 
名古屋守山店 店長 （パレマルシェ神宮店 SMr） 香村 正史 
安八店 店長 （忠岡店 SMr） 蟹江 剛 
伊賀上之庄店 店長 （スーパーセンター海南店 日配部門チーフ） 浮野 亮 
プライスカット又穂店 店長 （プライスカット業態フロアーSV） 石川 剛 
パレマルシェ中村店 店長 （パレマルシェ飯村店 SMr） 青山 真二 
パレマルシェ北寺島店 店長 （パレマルシェららぽーと磐田店 SMr） 鈴木 宏 
パレマルシェ飯村店 店長 （プライスカット又穂店 SMr） 藤嶋 直也 
パレマルシェ西可児店 店長 （パレマルシェ中村店  SMr） 梅村 芳樹 
パレマルシェ新所原店 店長 （パレマルシェ城北店 SMr） 鈴木 一隆 
日置店 店長 （すさみ店 SMr） 松本 真 
紀の川名手店 店長 （泉大津店 SMr） 南原 渡 
高石羽衣店 店長 （営業本部 日配・加工食品部門 SSV） 山本 年一 
すさみ店 店長 （日置店  SMr） 前田 康弘 
パレマルシェ城北店 店長 （パレマルシェ新所原店 SMr） 神谷 直人 
プライスカット西浜店 店長 （プライスカット屋形店  SMr） 岩本 真吾 
プライスカット榛原福地店 店長 （プライスカット生駒東山店 SMr） 宇川 知克 
プライスカット生駒東山店 店長 （プライスカット西浜店 SMr） 河島 孝治 
プライスカット西庄店 店長 （プライスカット海南下津店 SMr） 坂崎 彰伸 
プライスカット神前店 店長 （大淀西店  SMr） 岩本 和彦 
プライスカット川永西店 店長 （大浦街道店  SMr） 松浦 弘樹 
プライスカット海南下津店 店長 （プライスカット榛原福地店 SMr） 山形 直 
プライスカット和泉鶴山台店 店長 （岸和田八田店  SMr） 川口 健男 
プライスカット柳津店 店長 （パレマルシェ北寺島店 SMr） 田中 克幸 
プライスカット明石大久保店 店長 （開発本部 出店開発部 出店用地開発課） 堀 敦雄 
プライスカット尾鷲店 店長 （プライスカット海山店 SMr） 南地 茂 
プライスカット海山店 店長 （プライスカット尾鷲店  SMr） 中浦 要 

プライスカット松阪大石店 店長 
（ ス ー パ ー セ ン タ ー み え 朝 日 イ ン タ ー 店 

農産部門チーフ） 鷺森 佳之 

東海食品センター センター長 （新センター開設準備室 開設準備委員長） 尾鼻 顕 
 

 



 

 

 

呼称について 

 GM ・・・ ゼネラルマネージャー     SMr ・・・ ストアマネージャー 
 SSV ・・・ シニアスーパーバイザー     SV  ・・・ スーパーバイザー  

SBy ・・・ シニアバイヤー               By  ・・・ バイヤー 
 

●組織変更（平成２５年２月２１日付） 
・「人事部」に「採用教育部」を統合する 
・「東海開発管理部」を廃止する                    

以上       


