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機構改革および人事異動について 

 

当社は、下記のとおり機構改革および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． 機構改革（3月１日付） 

   

1)社長直轄部署として内部統制構築タスクチームを新設する。 

 

2）店舗統括本部下に活性化チームを新設するとともに、店舗運営部を第一運営部、

第二運営部、第三運営部、第四運営部に区分する。 

 

3)商品統括本部下の青果部、鮮魚部、精肉部を生鮮グループとしてトータル管理す

る体制とする。 

 

4)店舗開発本部下に店舗企画部を新設する。 

 

5)管理本部下の経営管理部内に包含していた情報システム業務を、情報システム部

として分離新設する。 

 

 

２．取締役担当人事（3月 1 日付） 

【新 職】 【変更なし・現職】 【氏 名】 

内部統制構築タスクチーム

リーダー 

専務取締役       

コンプライアンス室・管理

本部・店舗開発本部担当 

 片山 勝治 

    

３．一般人事（3月 1 日付） 

 【新 職】 【旧 職】 【氏 名】 

① [部長・Mgr]   

 ＜店舗統括本部＞ 

活性化チームリーダー 

 

店舗運営部東部第一エリア

部長 

 

長島 竹次 



 

 第一運営部長 MV 平塚四之宮店店長 山本 浩規 

 第二運営部長 デイリー部長 足立 安男 

 第三運営部長 MV 沼津沼北店店長 窪田 保 

 第四運営部長 店舗運営部西部エリア部長 杉山 勇二 

 ＜商品統括本部＞   

 生鮮グループ統括部長 青果部長 久保田  義彦 

 青果部長 青果部 木村 達也 

 鮮魚部長 鮮魚部 岩崎 充良 

デイリー部長 デイリー部 遠藤 真由美 

物流部長 物流部 Mgr 芦澤 史明 

＜フード事業本部＞   

長泉一次加工所 Mgr 長泉一次加工所 真田 宗政 

＜営業推進本部＞   

販売促進 Mgr 営業推進本部 高尾  一弘 

お客さまサービス Mgr 店舗統括本部 岩城 俊道 

品質管理 Mgr 営業推進本部 坂本 公 

店舗総務 Mgr MV 開成駅前店店長 片山  徹 

＜店舗開発本部＞   

出店開発部長 店舗開発本部部長 野原 昌勝 

出店開発部 Mgr 店舗開発本部 佐野 由政 

出店開発部 Mgr 店舗開発本部 海野 惠央 

出店開発部 Mgr 店舗開発本部 齋藤 誠司 

店舗企画部長 営業推進本部副本部長 塩崎 洋 

建築部長 建築 Mgr 宮内 亨 

リーシング部長 Y 立野店店長 金田 光生 

＜管理本部＞   

人事教育部長 店舗運営部長 山田 憲一郎 

人事教育部 Mgr 営業推進本部 渡邉 親一郎 

人事教育部 Mgr 鮮魚部長 石本 克巳 

人事教育部 Mgr 店舗運営部 鈴木 勝 

経営管理部 Mgr MV 富士宮宮原店長 磯部 淳 

情報システム部長 経営管理部 羽切 昌彦 

   

② [店長]   

Y 二宮店店長 Y 下賀茂店店長 稲葉 茂徳 

Y 荻窪店店長 Y 荻窪店 岩瀧 直久 

MV 開成駅前店店長 MV 三島本町店 渡邉 稔 

MV 平塚四之宮店店長 MV 平塚四之宮店 須田 匠 

Y 下賀茂店店長 Y 稲取店 横山 要一 

Y 伊豆高原店店長 MV 伊豆下田店 藤井 光広 

MV 三島本町店店長 MV 平塚四之宮店 橋元 雅広 

MV 裾野茶畑店店長 Y 沼津原町店店長 牧瀬 哲雄 
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MV 沼津沼北店店長 MV 清水三保店長 鈴木 泰夫 

MV 富士川成新町店店長 MV 清水三保店 渡辺 健次 

MV 富士宮宮原店店長 MV 静岡丸子店 勝俣 清仁 

MV 清水三保店店長 営業推進本部 杉山 浩敏 

Y 大東店店長 MV 葵西店 小野 通彦 

Y 立野店店長 Y 大東店 永谷  欣彦 

MV 浜松和田店店長 MV 浜松和田店 吉岡 守 

Y 葵町店店長 Y 大東店店長 伊藤 美義 

MV 細江店店長 MV 磐田中泉店 戸塚 昌吾 

   

４．出向人事（3月 1 日付）   
① [子会社ｼﾞｮｲﾌﾙ東海㈱への出向]   

ｼﾞｮｲﾌﾙ唐瀬店店長 MV 富士川成新町店店長 鈴木 久 

ｼﾞｮｲﾌﾙ新伝馬店店長 MV 静岡丸子店店長 高瀬 重朗 

   

② [子会社ｼﾞｮｲﾌﾙ東海㈱からの出向]   

商品統括本部長付 ｼﾞｮｲﾌﾙ東海㈱商品部長 山形 建 

MV 静岡丸子店店長 ｼﾞｮｲﾌﾙ東海㈱川原店店長 沼野 真人 

Y 沼津原町店店長 ｼﾞｮｲﾌﾙ東海㈱新伝馬店店長 中尾 忠彦 

 

※ MV は、マックスバリュの略 

  Y は、ヤオハンの略 

  Mgrは、マネージャーの略 

 

以上 
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