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代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  内 山 一 美 

        （コード番号 ８１９８ 東証第２部） 
問 合 せ 先   取締役管理本部長 飯 塚  章 

（ TEL. ０５５-９８９-５０５０㈹） 
 

機構改革及び人事異動に関するお知らせ 

 
 当社は下記のとおり機構改革及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） 
  経営環境の変化に迅速に対応し、各組織の達成目標に対する権限と責任をより明確に

するため、現行の７本部１事業部を再編し新たに７本部４事業部の体制とする。 
 
１）営業部門 
①新業態統括本部を廃止する。 
同本部下に配置していた新業態第一運営部を新業態推進部に、新業態第二運営部をＳ

Ｓ事業部にそれぞれ改称し、新店推進部とともに独立させ、山梨事業部と同格の事業

部とする。 
②商品統括本部及びフード事業本部を廃止し、生鮮・フード商品統括本部とステープル

商品統括本部を新設する。 
③生鮮・フード商品統括本部下に青果部、鮮魚部、精肉部、惣菜部、大吉部、MD・ベー
カリー部、SV部を配置する。 
④ステープル商品統括本部下にデイリー部、グロッサリー部、ノンフーズ部、SV部、物
流部を配置する。 
⑤営業推進本部を営業コーディネーター本部に改称する。同本部下に商品企画部を新設

する。また、品質管理を品質管理部に、お客さまサービスと店舗総務を統合しお客さ

まサービス部としてそれぞれ新設するとともに、現管理本部下の環境・社会貢献部を

移管する。 
⑥店舗統括本部下の作業改善チームを社長直轄組織とする。 

 
２）管理部門 
①管理本部及び同本部下の経営管理グループを廃止し、人事総務本部と経営管理本部と

して分離新設する。 
②人事総務本部下に、総務部、技術教育部、人事教育部及び内部統制構築タスクチーム

を内部統制部として改編し、配置する。 
③経営管理本部下に、事業推進部、情報システム部、予実コントロール部、財務経理部

を配置するとともに、現店舗開発本部下のマーケティング業務を移管しマーケティン

グ部として新設する。 
 
３）開発部門 
店舗開発本部下の不動産管理業務を出店開発部に統合し、出店開発・不動産管理部に

改称する。 
 
 



２．取締役担当人事（３月１日付） 
【新  職】 【旧  職】 【継続職】 【氏  名】 

管理、開発部門管掌 店舗開発本部長 
兼 管理本部担当 

専務取締役 片山 勝治 

ステープル商品統括本部長 

兼 新店推進部、新業態推進

部、ＳＳ事業部、山梨事業部

管掌 

商品統括本部長 常務取締役 神尾 啓治 

店舗開発本部長 管理本部長 兼 コン

プライアンス室担当 
取締役 飯塚 章 

生鮮・フード商品統括本部長 フード事業本部長 取締役 安倍 悟 
営業コーディネーター本部長 新業態統括本部長 

兼 新店推進部長 
取締役 山下 豊明 

 
３．本部長人事（３月１日付） 

【新  職】 【旧  職】 【継続職】 【氏  名】 
経営管理本部長 経営管理グループ 

統括部長 
事業推進部長 浅倉 智 

人事総務本部長  人事教育部長 山田 憲一郎 
 
４．一般人事（３月１日付） 

【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 
① 部長・Ｍｇｒ・リーダー 
作業改善チームリーダー 物流部長 芦澤 史明 

新店推進部長 新業態第一運営部長 久保田 義彦 

新店推進部Ｍｇｒ Ｙ渋沢店長 鈴木 仁 

新業態推進部長 第三運営部長 稲葉 徹 

ＳＳ事業部長 新業態第二運営部長 杉山 勇二 

ＳＳ事業部Ｍｇｒ ＥＸ浜松上島店長 梶野 修司 

経営監査室Ｍｇｒ 環境・社会貢献部長 田野倉 正 

〔店舗統括本部〕   

第三運営部長 作業改善チームリーダー 橋ケ谷 正彦 

〔営業コーディネーター本部〕   

商品企画部長 営業推進本部Ｍｇｒ 高尾 一弘 

お客さまサービス部長 営業推進本部Ｍｇｒ 坂本 公 

お客さまサービス部Ｍｇｒ 営業推進本部Ｍｇｒ 照井 けい子 

品質管理部Ｍｇｒ 営業推進本部 大平 進 

環境・社会貢献部長 営業推進本部長 岩城 俊道 

〔生鮮・フード商品統括本部〕   

青果ＳＶ 商品統括本部 日吉 久雄 

大吉ＳＶ ＳＶ部 関谷 敏明 

精肉部長 惣菜部長 関根 賢一 

惣菜部長 大吉ＳＶ 石田 美喜雄 

〔ステープル商品統括本部〕   

物流部長 建築部長 宮内 亨 

ステープル（デイリー）ＳＶ デイリーＳＶ 居山 茂晃 

   



【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 
ステープル（グロッサリー、ノ

ンフーズ）ＳＶ 

ノンフーズＳＶ 亀井 秀隆 

〔店舗開発本部〕   

出店開発・不動産管理部長 出店開発部長 野原 昌勝 

出店開発・不動産管理部 静岡

県東・中部エリア統括部長 

出店開発部静岡県東部・中部 

担当部長 

佐野 由政 

出店開発・不動産管理部Ｍｇｒ 出店開発部静岡県西部担当部長 海野 惠央 

出店開発・不動産管理部Ｍｇｒ 出店開発部 杉山 正宏 

出店開発・不動産管理部Ｍｇｒ 出店開発部Ｍｇｒ 末木 昭 

出店開発・不動産管理部Ｍｇｒ 出店開発部Ｍｇｒ 野々部 洋史 

建築部建築Ｍｇｒ 建築部 鈴木 和美 

建築部メンテナンスＭｇｒ 総務部Ｍｇｒ 稲葉 強 

〔人事総務本部〕   

内部統制部長 内部統制構築タスクチーム 

リーダー 

高橋 誠 

内部統制部Ｍｇｒ 内部統制構築タスクチームＭｇｒ 大高 基文 

内部統制部Ｍｇｒ 作業改善チームＭｇｒ 鈴木 勝 

〔経営管理本部〕   

マーケティング部Ｍｇｒ 開発企画部Ｍｇｒ 長橋 正 

 
② 新店店長・店長 
＜新店店長＞   

〔新店推進部〕   

ＭＶ富士八幡町店長 新業態統括本部 日吉 進 

ＭＶ藤枝田沼店長 ＭＶ清水三保店長 平山 健 

ＭＶ相模原西橋本店長 青果ＳＶ 山本 浩規 

ＭＶ富士吉田店長 Ｙ裾野店長 大庭 正浩 

ＭＶ富士荒田島店長 ＭＶ富士南店長 長島 竹次 

ＭＶ富士富士見台店長 ＭＶ浜松宮竹店長 戸塚 昌吾 

ＭＶ長泉竹原店長 Ｙ荻窪店長 山田 裕之 

ＭＶ伊東広野店長 

（ＧＬ伊東店長兼務） 

ＭＶ伊豆長岡店長 西島 尊 

ＥＸ静岡川原店長 ＭＶ静岡丸子店 山中 和代 

〈フレックス社員〉

＜店長＞   

〔第一運営部〕   

Ｙ渋沢店長 Ｙ二宮店長 稲葉 茂徳 

Ｙ二宮店長 Ｙ二宮店 佐瀬 寿子 

〈フレックス社員〉

Ｙ荻窪店長 ＭＶ函南店長 鈴木 和彦 

ＭＶ開成駅前店長 ＭＶ開成駅前店 鳥居塚 拓之 

ＭＶ平塚四之宮店長 ＭＶ開成駅前店長 下鳥 和重 

ＭＶ富士岡店長 ＭＶ裾野茶畑店長 須田 匠 

Ｙ東田中店長 人事教育部 林 直樹 

   



【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 
ＭＶ御殿場新橋店長 Ｙ湯河原店長 渡邉 稔 

〔第二運営部〕   

ＭＶ伊豆下田店長 Ｙ稲取店長 増子 邦弘 

Ｙ稲取店長 ＥＸ韮山店 坂本 光生 

Ｙ湯河原店長 Ｙ湯河原店 露木 美晴 

〈フレックス社員〉

ＭＶ伊豆長岡店長 ＥＸ唐瀬店長 小川 正昭 

ＭＶ函南店長 ＭＶ伊豆下田店長 森田 千佳生 

〔第三運営部〕   

Ｙ裾野店長 ＭＶ平塚四之宮店長 小森 栄治 

ＭＶ裾野茶畑店長 ＭＶ裾野茶畑店 渡辺 純男 

Ｙ長泉店長 ＭＶ伊豆長岡店 山口 卓也 

Ｙ沼津原町店長 ＭＶ白根店長 杉山 啓 

ＭＶ富士南店長 精肉部長 杉本 直之 

ＭＶ清水三保店長 ＳＶ部 長下 真丈 

ＭＶ静岡丸子店長 Ｙ沼津原町店 武藤 久男 

〔第四運営部〕   

Ｙ金谷店長 ＭＶ浜北店 小山 忠彦 

Ｙ大東店長 ＭＶ平塚河内店 吉富 章雄 

ＭＶ福田店長 ＭＶ浜松可美店長 信岡 誠司 

ＭＶ浜松和田店長 グロッサリーＳＶ 武田 清人 

Ｙ葵町店長 Ｙ大東店長 服部 達郎 

ＭＶ葵西店長 ＭＶ浜松三方原店長 堀内 元嗣 

ＭＶ西尾店長 Ｙ沼津原町店長 中尾 忠彦 

〔新業態事業部〕   

ＥＸ唐瀬店長 Ｙ金谷店長 太田 実 

Ｙ伊豆高原店長 ＭＶ櫛形店長 横井 由弘 

ＭＶ三島本町店長 ＭＶ富士宮宮原店 山本 喜弘 

ＭＶ富士川成新町店長 Ｙ伊豆高原店長 浅野 光之 

〔ＳＳ事業部〕   

ＥＸ浜松富塚店長 ＭＶ葵西店長 吉岡 守 

ＥＸ浜松上島店長 ＥＸ磐田見付店 小出 武士 

ＥＸ浜松天竜川店長 ＥＸ浜松飯田店長 伊藤 龍邦 

ＥＸ浜松飯田店長 ＭＶ浜松和田店長 牧瀬 哲雄 

ＭＶ浜松可美店長 ＭＶ福田店長 舘石 弘樹 

ＭＶ浜松宮竹店長 ＥＸ浜松天竜川店長 山本 美代士 

ＭＶ浜松三方原店長 ＭＶ浜松三方原店 伊藤 美義 

〔山梨事業部〕   

ＭＶ櫛形店長 ＭＶ甲府長松寺店 村西 昭信 

ＭＶ白根店長 ＭＶ櫛形店 上岡 正明 

※ ＭＶはマックスバリュ、Ｙはヤオハン、ＥＸはマックスバリュＥＸ（エクスプレス）、

ＧＬはグリーンライフ、ＳＶはスーパーバイザー、Ｍｇｒはマネージャーの略、ＳＳは

旧シーズンセレクトの意。なお、一般人事における着任日はそれぞれ異なる。 
以 上 


