
 
２０１０年２月２４日 

各   位 
会 社 名  マックスバリュ東海株式会社 
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  取締役経営管理本部長  浅倉 智 

( 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） 
店舗オペレーション改革を断行し、抜本的なコスト構造革新に向けた体制の実現とと

もに、商品・競争環境などの地域特性及び業態による組織対応の明確化を図るべく、運

営組織の再編を行う。 
 

（１）社長直轄部署として、作業改善チームを廃止し、オペレーション改革室を新設する。 
 
（２）営業部門 

地域及び業態特性に対応すべく店舗グループを再編し、現店舗統括本部を第一店舗

統括本部及び第二店舗統括本部に分割するとともに、ＤＳ（ディスカウント）事業本

部を新設する。 
① 第一店舗統括本部下に、神奈川運営部、伊豆運営部、東部運営部及び中部運営部を

新設する。 
② 第二店舗統括本部下に、遠州運営部及び西部運営部を新設するとともに、現店舗統

括本部下の山梨運営部及び新店推進部を移管する。 
 
（３）商品部門 

生鮮商品統括本部を廃止し、同本部下の青果部、鮮魚部、鮮魚専門店部及び精肉部

をそれぞれ事業部に改編する。 
① 青果、鮮魚、精肉の各事業部下にそれぞれ商品部を配置する。 
② 生鮮商品統括本部下のＳＶ部を分割し、青果、鮮魚、精肉の各事業部下に移管する。 

 
（４）管理部門 

コンプライアンス及びリスク管理に関する体制整備、運用強化及びその機能を集約

するため、コンプライアンス統括本部を新設する。 
① 社長直轄部署の経営監査室及びコンプライアンス室を同本部下に移管し、それぞれ

経営監査部及びコンプライアンス推進部に改称する。 
② 人事総務本部下の内部統制部を同本部下に移管する。 

 
 
 



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

店舗開発本部長 店舗統括本部長 
兼 第一ブロック長 

専務取締役 片山 勝治 

ＤＳ事業本部担当 営業ＣＮ本部担当 常務取締役 
ステープル商品

統括本部長 

神尾 啓治 

コンプライアンス統括本部

長 兼 コンプライアンス

推進部長 

店舗開発本部長 取締役 飯塚 章 

第一店舗統括本部長 フード商品統括本部長 取締役 安倍 悟 
オペレーション改革室長 

兼 営業ＣＮ本部担当 
店舗統括本部 第二ブ

ロック長 
取締役 山下 豊明 

第二店舗統括本部長 店舗統括本部 第三ブ

ロック長 
取締役 後藤 鉄朗 

 
３．本部長人事（３月１日付） 

【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 

ＤＳ事業本部長 新業態推進部長 稲葉 徹 

フード商品統括本部長 ＳＳグループ部長 杉山 勇二 
 
４．一般人事（３月１日付） 

【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 
① 部長・Ｍｇｒ 
オペレーション改革室Ｍｇｒ 作業改善チーム部長 芦澤 史明 

〔第一店舗統括本部〕   

神奈川運営部長 第一ブロック部長 鈴木 仁 

伊豆運営部長 ＭＶ６推進部長 市山 栄治 

東部運営部長 ＭＶ山梨中央店長 勝俣 仁 

中部運営部長 ノンフーズ部長 中川 誠 

〔第二店舗統括本部〕   

遠州運営部長 Ｙ豊田店長 野村 洋 

西部運営部長 ＭＶ豊橋橋良店長 杉浦 正剛（※）

新店推進部長 精肉部長 関根 賢一 

〔営業ＣＮ本部〕   

お客さまサービス部長 環境・社会貢献部長 渡邉 親一郎 

品質管理部長 お客さまサービス部長 坂本 公 

環境・社会貢献部長 予実コントロール部 佐藤 敦男 

コミュニティー副店長制度 兼 
店舗後方施設見学会制度担当Ｍｇｒ 

Ｙ大東店長 吉富 章雄 

〔青果事業部〕   
青果事業部長 兼 商品部長 青果部長 木村 達也 

ＳＶ部長 ＳＶ部青果ＳＶ 日吉 久雄 
〔鮮魚事業部〕   
鮮魚事業部長 兼 商品部長 新店推進部長 久保田 義彦 

ＳＶ部長 鮮魚専門店部長 小林 暢也 



【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 
〔鮮魚専門店事業部〕   
鮮魚専門店事業部長 鮮魚部長 山形 建 

〔精肉事業部〕   
精肉事業部長 兼 商品部長 ＳＶ部精肉ＳＶ 西明 一彦 

ＳＶ部長 技術教育部 佐野 昭博 

〔フード商品統括本部〕   

ＳＶ部惣菜部長 ＳＶ部惣菜ＳＶ 橋ケ谷 正彦 
ＳＶ部大吉部長 ＳＶ部大吉ＳＶ 関谷 敏明 
ＳＶ部ＭＤ・ベーカリー部長 ＳＶ部ＭＤ・ベーカリーＳＶ 黒川 佳洋 

〔ステープル商品統括本部〕   

ノンフーズ部長 ＳＶ部ステープル（デイリー） 根上 孝久 

ＳＶ部ステープル（デイリー）部長 ＳＶ部ステープル（デイリー）

ＳＶ 
亀井 秀隆 

ＳＶ部ステープル（グロッサリー・

ノンフーズ）部長 
ＳＶ部ステープル（グロッサ

リー・ノンフーズ）ＳＶ 
掴原 正光 

〔コンプライアンス統括本部〕   
本部長付特命担当部長 コンプライアンス室長 藤江 匡彦 

経営監査部長 経営監査室長 柴田 光生 
経営監査部Ｍｇｒ 経営監査室Ｍｇｒ 田野倉 正 
内部統制部Ｍｇｒ 内部統制部 藤田 芳生 

〔経営管理本部〕   
予実コントロール部長 予実コントロール部Ｍｇｒ 磯部 淳 
予実コントロール部Ｍｇｒ 内部統制部Ｍｇｒ 大高 基文 

〔人事総務本部〕   

人事教育部Ｍｇｒ 人事教育部 近藤 徹 

〔店舗開発本部〕   

リーシング部長 リーシング部Ｍｇｒ 木内 康彦 

   

② 新店店長 
〔第二店舗統括本部〕   

〔新店推進部〕   

ＭＶ静岡登呂店長 ＭＶ富士宮宮原店長 勝俣 清仁 

ＭＶ富士江尾店長 ＭＶ富士吉田店長 大庭 正浩 

ＭＶ幸田店長 ＭＶ蒲原店長 加藤 崇（※） 

   

③ 店長 
〔第一店舗統括本部〕   

〔伊豆運営部〕   

ＭＶ伊東広野店長 ＳＶ部鮮魚ＳＶ 稲葉 茂徳 

Ｙ稲取店長 ＭＶ函南店長 森田 千佳生 

ＭＶ函南店長 ＥＸ大仁店長 山梨 昭 

ＥＸ三島本町店長 ＥＸ三島本町店 滝沢 清美（Ｆ）

ＥＸ大仁店長 ＭＶ富士南店長 杉本 直之 



【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 
〔東部運営部〕   

ＭＶ沼津南店長 ＭＶ沼津沼北店長 川崎 英生 

ＭＶ沼津沼北店長 ＭＶ蒲原店 小川 正昭 

〔中部運営部〕   

ＭＶ富士南店長 ＭＶ西尾店長 中尾 忠彦 

ＭＶ富士川成新町店長 ＭＶ袋井豊沢店長 小澤 好孝 

ＭＶ富士富士見台店長 ＭＶ伊東広野店長 西島 尊 

ＭＶ富士宮宮原店長 ＭＶ長泉竹原店 高瀬 重朗 

ＭＶ蒲原店長 ＭＶ蒲原店 西岡 茂夫（※） 
ＭＶ清水三保店長 ＥＸ唐瀬店長 太田 実 

ＭＶ静岡丸子店長 ＭＶ藤枝田沼店長 平山 健 

〔第二店舗統括本部〕   

〔遠州運営部〕   

ＭＶ藤枝田沼店長 ＭＶ富士荒田島店長 長島 竹次 

Ｙ大東店長 ＥＸ浜松飯田店長 牧瀬 哲雄 

ＭＶ袋井豊沢店長 ＭＶ袋井豊沢店 白澤 宏一 

Ｙ豊田店長 ＭＶ沼津南店長 伊藤 龍邦 

〔西部運営部〕   
ＭＶ豊橋橋良店長 ＭＶ豊橋橋良店 橋元 雅広 

ＭＶ西尾店長 ＭＶ磐田西貝塚店 堀内 基嗣 

〔山梨運営部〕   

ＭＶ富士吉田店長 ＭＶ石和店長 音渕 順一 

ＭＶ石和店長 ＭＶ石和店 上岡 正明 

ＭＶ山梨中央店長 ＥＸ静岡川原店 西島 和美 
〔ＤＳ事業本部〕   
ＭＶ富士荒田島店長 ＭＶ浜松可美店長 舘石 弘樹 
ＥＸ下田銀座店長 ＭＶ豊橋南店 山田 芳裕 
ＥＸ唐瀬店長 ＭＶ大須賀店 佐野 文昭 
ＥＸ浜松富塚店長 ＭＶ浜北店 栁林 幹雄 
ＥＸ浜松天竜川店長 ＭＶ静岡新伝馬店 大石 良信 
ＥＸ浜松飯田店長 ＭＶ富士富士見台店長 戸塚 昌吾 

 
※ 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）、

ＳＶはスーパーバイザー、Ｍｇｒはマネージャー、ＣＮはコーディネーター、ＤＳ

はディスカウントの略、ＳＳは旧シーズンセレクトの意。 
  また、氏名右横の、※はイオンリテール株式会社からの出向者、Ｆはフレックス社

員（パートタイム社員）を表す。 
なお、一般人事における着任日はそれぞれ異なる。 

 
以 上 


