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組織変更・人事異動について 
 
 以下のとおり、組織変更ならびに人事異動を行いますのでご報告致します。 
 

記 
 
１、組織変更（平成１９年２月８日付） 

○内部統制推進委員会を新設する。 
○Ｌ．Ｃ．Ｏ改革室を解消する。 

  ○住居関連部を「住居関連事業部」昇格する。 
  ○物流・ＳＢ製造事業部に「新惣菜工場開設準備室」「日配工場増設準備室」を新設する。 
  ○人事総務本部に「社員能力開発・パート化戦略推進プロジェクトチーム（ＰＴ）」を新設する。 
 
２、人事異動（平成１９年２月８日付）  
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新職 （旧職） 氏名 

住居関連事業部ＧＭ （住居関連部ＧＭ） 高橋 晴康 

パームシティ和歌山店ＳＭｒ （Ｌ．Ｃ．Ｏ改革室長） 嶋原 一雄 

わくわくシティ尾崎店ＳＭｒ （和泉中央店ＳＭｒ） 山田 統之 

ロマンシティ御坊店ＳＭｒ （わくわくシティ尾崎店ＳＭｒ） 藤井 直 

オーシティ田辺店ＳＭｒ （橿原坊城店ＳＭｒ） 前西 国彦 

新宮仲之町店（ペアシティ新宮店）ＳＭｒ （総務部ＧＭ） 坂口 進 

メッサガーデンパーク和歌山店ＳＭｒ （橿原醍醐店ＳＭｒ） 佐地 正博 

メッサ岩出西店ＳＭｒ （メッサガーデンパーク和歌山店ＳＭｒ） 青木 拓也 

神倉店ＳＭｒ （野田店ＳＭｒ） 上中 雅文 

野田店ＳＭｒ （神倉店ＳＭｒ） 菅原 正知 

古座川店ＳＭｒ （すさみ店ＳＭｒ） 小川 友希 

串本店ＳＭｒ （スーパーセンター上富田店ＳＭｒ） 西 洋次郎 

すさみ店ＳＭｒ （日置店ＳＭｒ） 船山 和久 
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新職 （旧職） 氏名 

日置店ＳＭｒ （熊野店ＳＭｒ） 大野 眞弘 

鳴神店ＳＭｒ （営業本部加工食品ＳＳＶ） 藤井 弘幸 

桃山店ＳＭｒ （ミレニアシティ岩出店日配チーフ） 木爪 康雄 

海南黒江店ＳＭｒ （オーストリート和歌山北バイパス店日配チーフ） 浦崎 光弘 

湯浅店ＳＭｒ （岬店ＳＭｒ） 向井 健 

紀三井寺店ＳＭｒ （大和高田店ＳＭｒ） 柴田 大策 

みなべ店ＳＭｒ （食品事業部水産バイヤー） 谷 謙一 

本社中島店ＳＭｒ （南摂津駅前店ＳＭｒ） 大谷 渉 

オーストリート和歌山北バイパス店ＳＭｒ （高田神楽店ＳＭｒ） 黒木 一功 

紀美野店ＳＭｒ （阪和北ゾーン水産ＳＶ） 田丸 公理 

大浦街道店ＳＭｒ （鳴神店ＳＭｒ） 濱田 公芳 

箕島店ＳＭｒ （本社中島店ＳＭｒ） 山崎 寿一 

熊野店ＳＭｒ （寝屋川店ＳＭｒ） 宮向井 敏行 

有馬店ＳＭｒ （大東店ＳＭｒ） 川口 健男 

岬店ＳＭｒ （香芝尼寺店ＳＭｒ） 辻 武彦 

和泉小田店ＳＭｒ （パームシティ和歌山店ＳＭｒ） 玉置 孝一 

河内長野店ＳＭｒ （サンクシティ榛原店ＳＭｒ） 宮井 康成 

寝屋川店ＳＭｒ （ＰＲＣオーストリート紀の川井阪店ＳＭｒ） 小林 一平 

南摂津駅前店ＳＭｒ （香芝南店ＳＭｒ） 高垣 喜彦 

狭山店ＳＭｒ （河内長野店ＳＭｒ） 永井 直樹 

岸和田八田店ＳＭｒ （亀山店ＳＭｒ） 土肥 康生 

大東店ＳＭｒ （大浦街道店ＳＭｒ） 小松 和昭 

和泉中央店ＳＭｒ （貝塚三ツ松店ＳＭｒ） 小林 裕史 

オークタウン貝塚店ＳＭｒ （和歌山食品センターＭｒ） 上東 康男 

高石羽衣店ＳＭｒ （松阪大口店ＳＭｒ） 中西 大介 

泉大津店ＳＭｒ （みなべ店ＳＭｒ） 石黒 紀昭 

堺美原店ＳＭｒ （有馬店ＳＭｒ） 阪口 親彦 

貝塚三ツ松店ＳＭｒ （桜井店ＳＭｒ） 吉井 淳也 

泉佐野松風台店ＳＭｒ （橿原常盤店ＳＭｒ） 吉川 安浩 

桜井店ＳＭｒ （天理北店ＳＭｒ） 小谷 和生 
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新職 （旧職） 氏名 

榛原福地店ＳＭｒ （和歌山ゾーン日配ＳＶ） 寺田 富彦 

広陵店ＳＭｒ （奈良ゾーン日配トレーナー） 大地 保次 

橿原坊城店ＳＭｒ （橿原真菅店ＳＭｒ） 小嶋 伸吾 

天理北店ＳＭｒ （泉大津店ＳＭｒ） 竹中 文敏 

香芝南店ＳＭｒ （ＰＲＣ有田店ＳＭｒ） 岡 徹也 

サンクシティ榛原店ＳＭｒ （串本店ＳＭｒ） 瀧本 忍 

大淀西店ＳＭｒ （オークタウン貝塚店ＳＭｒ） 生駒 久人 

葛城忍海店ＳＭｒ （ペアシティ新宮店ＳＭｒ） 阪上 章 

高田神楽店ＳＭｒ （名張西原店ＳＭｒ） 坂本 真次 

橿原常盤店ＳＭｒ （大淀西店ＳＭｒ） 田中 昌宏 

橿原醍醐店ＳＭｒ （松阪下村店ＳＭｒ） 辻本 一好 

香芝尼寺店ＳＭｒ （堺美原店ＳＭｒ） 久次米 宏樹 

奈良古市店ＳＭｒ （営業企画部オーカード推進課Ｍｒ） 岡田 秀男 

大和高田店ＳＭｒ （葛城忍海店ＳＭｒ） 中岡 利章 

橿原真菅店ＳＭｒ （紀三井寺店ＳＭｒ） 小西 淳 

生駒菜畑店ＳＭｒ （ＰＲＣ屋形店ＳＭｒ） 稲見 拓也 

津高茶屋店ＳＭｒ （狭山店ＳＭｒ） 中村 達 

松阪下村店ＳＭｒ （オーストリート和歌山北バイパス店ＳＭｒ） 一坪 俊行 

松阪長月店ＳＭｒ （伊賀上之庄店ＳＭｒ） 上國 敬太 

松阪田村店ＳＭｒ （生駒菜畑店ＳＭｒ） 小谷 伸次 

亀山店ＳＭｒ （三雲店ＳＭｒ） 藤井 裕喜 

三雲店ＳＭｒ （食品事業部水産バイヤー） 島本 正利 

松阪大口店ＳＭｒ （ＳＣ＆メッサ業態部惣菜ＳＶ） 前 敏幸 

松阪大石店ＳＭｒ （広陵店ＳＭｒ） 杉谷 博司 

伊賀緑ヶ丘店ＳＭｒ （桃山店ＳＭｒ） 三住 将大 

名張西原店ＳＭｒ （㈱ヒラマツ出向） 西村 好孝 

伊賀上之庄店ＳＭｒ （榛原福地店ＳＭｒ） 森本 敦夫 

ＰＲＣ屋形店ＳＭｒ （ＰＲＣ医大病院前店ＳＭｒ） 中口 英治 

ＰＲＣ有田店ＳＭｒ （湯浅店ＳＭｒ） 小川 宗孝 

ＰＲＣ法蓮店ＳＭｒ （ＰＲＣ尾鷲店ＳＭｒ） 井戸 敏博 
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新職 （旧職） 氏名 

ＰＲＣオーストリート紀の川井阪店ＳＭｒ （泉佐野松風台店ＳＭｒ） 稲葉 健 

ＰＲＣ西庄店ＳＭｒ （阪和北ゾーン畜産ＳＶ） 山中 武史 

ＰＲＣ度会店ＳＭｒ （紀美野店ＳＭｒ） 木村 博行 

ＰＲＣ医大病院前店ＳＭｒ （ＰＲＣ度会店ＳＭｒ） 川人 邦俊 

ＰＲＣ尾鷲店ＳＭｒ （ＰＲＣ海山店ＳＭｒ） 更家 弘章 

ＰＲＣ海山店ＳＭｒ （高石羽衣店ＳＭｒ） 平山 昇 

ＰＲＣ海南下津店ＳＭｒ （ＰＲＣ西庄店ＳＭｒ） 宇川 知克 

ＰＲＣ和泉鶴山台店ＳＭｒ （ＰＲＣ法蓮店ＳＭｒ） 辻 雅之 

スーパーセンター有田川店ＳＭｒ （スーパーセンター 
コスタモール二色の浜店ＳＭｒ） 田中 啓文 

スーパーセンター上富田店ＳＭｒ （スーパーセンター南紀店 
ＡＳＭｒ兼食品Ｍｒ） 裏田 茂弘 

スーパーセンター 
コスタモール二色の浜店ＳＭｒ （スーパーセンター有田川店ＳＭｒ） 成瀬 英司 

和歌山食品センターＭｒ （人事部人事管理課Ｍｒ） 西川 友巳 

新惣菜工場開設準備室開設委員長 （和泉小田店ＳＭｒ） 深見 正博 
和歌山食品工場Ｍｒ 
兼日配工場増設準備室準備委員長 （和歌山食品工場Ｍｒ） 秋月 利文 

   
                                        
 ＜備考＞ 呼称について 
   ＰＲＣ    ・・・ プライスカット 
   ＧＭ     ・・・ ゼネラルマネージャー  
   ＳＭｒ    ・・・ ストアマネージャー 
   ＡＳＭｒ   ・・・ アシスタントストアマネージャー 
   Ｍｒ     ・・・ 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 

                          以上 
 
             


