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機構改革及び人事異動に関するお知らせ 
 
マックスバリュ西日本株式会社は、下記のとおり機構改革及び人事異動を実施致しますので、

ご案内申し上げます。 
 

                   記 
 
１． 機構改革（２月２６日付）  
(1)岡山事業部と四国事業部を統合し、岡山四国事業部を新設する。 
(2)出店の拡大に伴いＳＳＭ事業部、ＤＳ事業本部の地区を増設し店舗配置を再編する。 
 ①東兵庫事業部に「阪神地区」「東兵庫地区」「明石地区」「加古川地区」「高砂姫路東地区」を

配置する。 
 ②西兵庫事業部に「中兵庫地区」「北兵庫地区」「姫路西地区」「姫路南地区」「西兵庫地区」を

配置する。 
 ③岡山四国事業部に「岡山東地区」「岡山西地区」「四国地区」を配置する。 
 ④広島事業部に「広島東地区」「広島西地区」を配置する。 
 ⑤山口事業部に「岩柳地区」「周南地区」「防府地区」「下関地区」を配置する。 
 ⑥ＤＳ事業本部に「広島地区」「広島北東地区」「山口地区」を配置する。 
(3)ＳＳＭ商品本部組織下に「リカー商品部」を新設する。 
(4)ＳＳＭ事業部組織下の「農産スーパーバイザー」を農産商品部に、「水産スーパーバイザー」 

を水産商品部にそれぞれ移管する。 
(5)新店の成功と人時生産性向上の実現に向け店舗オペレーション部を発展的に解消して、新た 
に店舗オペレーション本部を新設し、組織下に「新店サポートチーム」「オペレーション改革 
グループ」「作業システム担当」「フレックス委員会担当」を配置すると共に、人事教育部組織 
下の「訓練グループ」を移管する。営業管理グループは総務部に移管する。 

(6)人事総務本部を新設し、組織下に人事教育部と総務部を配置する。 
(7)営業企画部に「販促グループ」と「マーケティンググループ」を配置する。 
 
２．役員異動（２月２６日付） 
【新   職】       【旧   職】  【変更なし・現職】 【氏   名】 
ＳＳＭ兵庫営業担当       ＳＳＭ兵庫営業担当   取締役     久保田 智久 
兼 東兵庫事業部長        兼 西兵庫事業部長 
店舗オペレーション本部長    人事教育部長      取締役     下澤 茂樹 
 



３．一般異動（２月２６日付） 
【新   職】        【旧   職】        【氏   名】 
西兵庫事業部長         山口事業部長          林  洋次 
岡山四国事業部長        岡山事業部長          二階堂 勉 
山口事業部長          ＤＳ山口地区長         中野 浩二 
人事総務本部長         総務部長            渡辺 哲久 
人事教育部長          人事グループマネジャー     中村 祐二 
総務部長            総務部             新納 哲也 
営業企画部長 兼         東兵庫事業部長         宇高 正勝 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 
ＳＳＭ商品本部         店舗オペレーション部長     大和 保公 
リカー商品部長       
ＳＳＭ商品本部        四国事業部長          原田 和昌 
コーディネーター部長       
ＳＳＭ商品本部長付      ＳＳＭ商品本部         外山 喜久雄 

コーディネーター部長      
阪神地区長           加古川地区長          枡田 泰己 
東兵庫地区長          西兵庫地区長          梅谷 政司 
明石地区長           東兵庫地区長          山本 敬一 
加古川地区長          東山店長            平岡 英樹 
高砂姫路東地区長        姫路東地区長          高橋 利博 
中兵庫地区長          加古川北地区長         黒田 俊幸 
姫路南地区長          阪神地区長           福岡  新 
西兵庫地区長          宝殿店長            仲田  学 
四国地区長           広島西地区長          藤井 哲也 
広島西地区長          西風新都店長          森  真紀 
岩柳地区長           末武店長            宮本 英昭 
周南地区長           中山口地区長          岡本 芳明 
防府地区長           西山口地区長          中谷 信孝 
下関地区長           東山口地区長          藤本 利和 
ＤＳ広島北東地区長       Ｂ五日市店長          井上 和明 
ＤＳ山口地区長         Ｂ焼山店長           石津 敏幸 
販促グループマネジャー     中兵庫地区長          前羽 芳廣 
 
［東兵庫事業部 店長］ 
西二見店開設委員長        相生南店長            桑野 和弘 
西脇小坂店長          西兵庫事業部長付        蒲原 慶治 
茶園場店長           養父副店長           下山 功祐 
西明石南店長          西脇小坂店長          木村 敏之 
加古川西店長          北条店長            小国 康紀 
水足店長            王子店長            山口  敏 
宝殿店長            水足店長            福本 貴司 



【新   職】        【旧   職】        【氏   名】 
東山店長            佐用店長            石田 博康 
北条店長            北条副店長           中塚 大喜 
 
［西兵庫事業部 店長］ 
新社店開設委員長        黒川店長             岡垣 隆志 
新熊見店開設委員長       熊見店長            清水  洋 
龍野店開設委員長        新宮店長            浦谷 智之 
王子店長            別所店長            新本 達也 
黒川店長            笠岡店長            石崎 貴樹 
別所店長            王子副店長           川西 勝浩 
加西南店長           加西南副店長          福本 和史 
養父店長            町田店長            大東 達雄 
町田店長            グロサリー商品部        安本  功 
青山店長            社店長             森本 欣幸 
岩端店長            世羅店長            加納 新吾 
御立店長            山口畜産ＳＶ          中西 俊雄 
安室店長            デイリー商品部         有田 繁則 
相生南店長           上郡南店長           中島  孝 
上郡南店長           浅江店長            橋本  亙 
御津店長            青山店長            安井 一博 
太子東店長           西兵庫デイリーＳＶ       仁尾 哲也 
佐用店長            揖保川店長           松本 久憲 
新宮店長            加西南店長           田中 嗣章 
揖保川店長           相生南副店長          隅田 裕充 
 
［岡山四国事業部 店長］ 
水島店開設委員長        南岩国店長           清水 教生 
連島店長            安室店長            林  周一 
笠岡店長            茶園場店長           藤井  豊 
今治阿方店長          太子東店長           橋本 裕介 
 
［広島事業部 店長］ 
大柿店長             連島店長              土井 靖博 
世羅店長             本郷店長               木ノ下 一郎 
本郷店長            本郷副店長           松宮 久道 
西条西店長           御津店長            安部 将司 
高陽店長             可部西店長            高  英明 
可部西店長           戸坂副店長            新原 輝哲 
西風新都店長          西風新都副店長         竹田 智也 
 
 



【新   職】         【旧   職】         【氏   名】 
［山口事業部 店長］ 
厚狭店開設委員長        柳井店長            石田 和己 
南岩国店長           高陽店長            西本  充 
柳井店長            通津店長            柴田 弘司 
通津店長            御立店長            井垣 好晴 
浅江店長            徳山西店長           原田 英幸 
末武店長            小郡南店長           舩木 保弘 
周陽店長            周陽副店長           橋本  剛 
徳山西店長           梅井副店長           野川 茂男 
小郡南店長           長府店長            中谷 紅兵 
長府店長            Ｂ東岐波副店長         土江  誠 
 
［ＤＳ事業本部 店長］ 
Ｂ周南店開設委員長       Ｂ庄原店長           歌原  晃 
Ｂ五日市店長          Ｂ大内店長           中本 周二 
Ｂ焼山店長           Ｂ安古市副店長         岡崎 恭嗣 
Ｂ庄原店長           Ｂ防府店長           世羅 敏朗 
Ｂ大門店長           Ｂ大門店            見山 誠二 
Ｂ岩国店長           Ｂ大内副店長          岡村  猛 
Ｂ大内店長           Ｂ岩国店長           石田 智也 
Ｂ東岐波店長          Ｂ大門店長           正木 隆志 
Ｂ防府店長           Ｂ東岐波店長          柳原 栄作 
 
※Ｂはザ・ビッグの略 
※ＳＶはスーパーバイザーの略 
 

 以  上 


