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人事異動及び地区別店舗配置の変更に関するお知らせ 
 
マックスバリュ西日本株式会社は、下記の通り人事異動及び地区別店舗配置の変更を実施いたしま

すのでご案内申し上げます。 
 
                     記 
 
１．一般異動について（１／１０付） 
【新    職】          【旧    職】      【氏    名】 
開発企画部長            社長付特命担当部長      和田 昭廣 

 
２．一般異動について（２／２１付） 
【新    職】          【旧    職】      【氏    名】 
四国事業部長            農産商品部長         原田 和昌 

 東兵庫事業部長           営業企画部長         宇高 正勝 
 グロサリー商品部長         デイリー商品部長       末延 芳正 
 デイリー商品部長          加古川地区長         中塚 信之 
 デリカ商品部長           姫路西地区長         砂村 哲也 
 農産商品部長            農産商品部          福永 庸明 
 経営監査室長            店舗ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝＰＴﾘｰﾀﾞｰ      山田 朝雄 
 お客さまサービス部長        店舗サービス部長       林  洋一 
 店舗オペレーション部長       デリカ商品部長        大和 保公 
  
中兵庫地区長            宝殿店長           黒田 俊幸 

 加古川地区長            広島地区長          枡田 泰己 
 姫路西地区長            岡山西地区長         片野 正 
岡山西地区長            加古川西店長         桑野 和弘 
広島東地区長            高陽店長           反田 輝夫 

 広島西地区長            東山口地区長         藤井 哲也 
 東山口地区長            中兵庫地区長         岡本 芳明 
ＤＳ山口地区長           Ｂ安古市店長         塩冶 雅洋 



【新    職】          【旧    職】      【氏    名】 
営業企画Ｍｇｒ            営業企画部           奥野 秀起 

 商品企画Ｍｇｒ           商品企画部          山下 英明 
オペレーション改革Ｍｇｒ      商品企画部長          市川 実 
四国開発Ｍｇｒ           四国開発部           上田 将人 
教育訓練Ｍｇｒ                      訓練部             守川 清 

 
＜四国事業部＞ 
四国開設準備委員          三田店長          五島 寛明 

 四国開設準備委員          北条店長          井上 敏一 
四国開設準備委員          上郡店長          中島 孝 

 四国開設準備委員          三木北店長         福本 貴司 
 四国開設準備委員          今福店長          岡垣 隆志 
＜東兵庫事業部＞ 
三田店長              末武店長          上坂 淳 

 大池店長              兵庫事業部付        仲田 学 
 東条店長              東条副店長         土井 靖博 
 三木北店長             太子北店長         高尾 勝利 
別所店長              豊富店長          木下 文裕 
加西南店長             友沢店長          田中 嗣章 
豊富店長              豊富副店長         深井 なぎさ 

 加古川西店長            兵庫開発部         坂田 和弥 
 宝殿店長              大池店長          坪田 充治 
 今福店長              英賀保店長         山際 秀幸 
 友沢店長              兵庫デイリーＳＶ      岩本 美津子 
 平岡店長              網干店長          萩野 匡伸 
＜西兵庫事業部＞ 
北条店長              東二見副店長        小国 康紀 
英賀保店長             人事教育部         林  朋弘 
御立店長              グロサリー山口商品部    藤井 雅史 
青山店長              御津店長          東山 陽子 
城山店長              養父副店長         大谷 久人 
熊見店長              西宮浜町副店長       清水 洋 
網干店長              加西南副店長        小松 良治 
菅生店長              青山店長          金場 敏之 
御津店長              相生店長          安部 将司 
太子東店長             北在家副店長        橋本 裕介 
太子北店長             新宮店長          服部 博昭 
新宮店長              太子東店長         浦谷 智之 
上郡店長              上郡副店長         長谷 日登美 



【新    職】          【旧    職】      【氏    名】 
佐用店長              熊見店長          石田 博康 
相生店長              菅生店長          小林 邦彦 
市川店長              加西南店長         川崎 潤一郎 

 西脇寺内店長            別所店長          藤原 勝弘 
＜岡山広島事業部＞ 
 奥田南店長             Ｂ大門副店長        福本 隆義 
 連島店長              笠岡店長          月森 義隆 
 笠岡店長              東条店長          星川 世紀 
 広東店長              世羅店長          新見 功 
 世羅店長              佐用店長          加納 新吾 
 高陽店長              Ｂ焼山店長         西本 充 
＜山口事業部＞ 
 浅江店長              通津店長          竹村 光司 
 通津店長              山口事業部付        西岡 達郎 
 末武店長              西脇寺内店長        宮本 英昭 
 夜市店長              玖珂副店長         吉井 宏治 
 恩田店長              新田店長          佐川 真一 
 稗田店長              吉敷副店長         柳木 泰 
 新田店長              浅江店長          西本 真 
防府西店長             恩田店長          南  和昌 

＜ＤＳ事業部＞ 
 Ｂ安古市店長            訓練部長          冨高 嘉一郎 
 Ｂ宮内店長             ＤＳ山口地区長       湊  達世 
 Ｂ焼山店長             Ｂ宮内店長         八木 逸郎 
 Ｂ岩国店長             Ｂ防府店長         的場 治美 
 Ｂ防府店長             Ｂ岩国店長         世羅 敏朗 
 
３．地区別店舗配置の変更について（２／２１付） 
【西兵庫事業部】 
姫路東地区   姫路西地区の岩端店、御立店を編入する 
姫路西地区   岩端店、御立店を姫路東地区に移動し西兵庫地区の御津店を編入する 
西兵庫地区   御津店を姫路西地区に移動する 

【岡山広島事業部】 
広島東地区   広東店、広中央店、大柿店、世羅店、本郷店、西条西店を配置する 
広島西地区   高陽店、可部西店、佐伯店、相田店、西風新都店を配置する  
 

                                        以 上 


