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2016 年 3 月 18 日 

各      位 

会 社 名  マックスバリュ九州株式会社 

代表者名  代表取締役社長 佐々木 勉 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ３１７１） 

問合せ先  

役職・氏名  取締役管理本部長 恒屋 良彦 

電話０９２－４３３－１２２８ 

 

機構改革・取締役の委嘱業務変更・人事異動に関するお知らせ 

 

当社は 2016 年度を初年度とする中期 3 ヵ年経営計画の基本戦略として掲げた「業態の確立」「品

揃え改革の実行」「オペレーションの改革」「地域密着経営の推進」を実現するために、営業組織の大

幅な見直しを行い、エリア戦略、業態戦略を明確にした成長戦略を加速させてまいります。 

 

 

記 

 

１． 機構改革（3 月 21 日付） （注）ＭＶ：マックスバリュ Ｇ：グループ 

 

① ＭＶ事業本部下に新たに福岡県下のエクスプレス店舗を管轄するエクスプレス事業部を新設する

と共に、その組織下に商品部及び営業サポート部を配置し、スピードを上げてエクスプレス業態の

確立と多店舗化による収益基盤の拡大を推進します。 

② ＭＶ事業本部の東福岡、西福岡、佐賀筑後の 3 事業部を再編し、福岡県下及び一部佐賀県下の

店舗を福岡事業部として一体化し、その組織下に商品統括部及び営業サポート部を配置し、迅

速な意思決定のもと福岡都市圏戦略の深耕を図ります。 

③ ＭＶ事業本部の西九州及び佐賀筑後の 2 事業部を再編し、長崎県及び佐賀県下の店舗を西九

州事業部として一体化し、その組織下に商品統括部及び営業サポート部を配置し、地域密着経

営を推進します。 

④ 鹿児島・都城事業部を鹿児島事業部に名称変更し、都城エリアの店舗は宮崎事業部に移管する

ことにより、従来の熊本、大分、宮崎と同様に行政単位の事業部組織とします。合わせて各事業

部に商品部を配置し、地域密着経営の取組みを強化します。 

⑤ ＳＭ改革事業部を解消し、ダイエーから承継した店舗は各事業部に移管します。 

⑥ ビッグ事業本部にビッグ事業部を新設し、その組織下に商品部及び営業サポート部を配置し、ビ

ッグ事業の成長に向けた体制を強化します。 

⑦ 商品本部に九州商品開発部を新設しイオングループ各社との協同仕入体制を強化します。合わ

せて、商品本部コーディネーター部組織下に、コーディネーターＧと物流Ｇを配置します。 
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⑧ 営業推進本部下の業務改革部を解消して、ストアオペレーション部を新設し、その組織下に情報

システムＧとストアオペレーションＧを配置することにより、店舗オペレーション力の強化を図りま

す。 

⑨ ＭＶ事業本部下に新店・活性化推進部を新設するとともに、営業推進本部下の新店サポートチー

ムをその組織下に移管し、新店及び活性化の成果に向けた取組みを強化します。 

⑩ 開発本部の第 1 開発Ｇと第 2 開発Ｇを統合し開発部とし、新店開発を加速させます。 

⑪ 不動産管理部にあったリーシング機能をリーシング部として独立させ、ディベロッパー及びリーシ

ング機能を強化します。 

⑫ 管理本部組織下に経営管理統括部と人事統括部を配置し、経営管理統括部組織下に社長室及

び経営管理部を配置し、合わせて環境社会貢献Ｇを社長室に配置します。 

人事統括部組織下に採用部・人材開発部・人事部を配置し、人材の採用～教育～配置の仕組み

づくり及びダイバーシティの取組みを推進します。 

 

２． 取締役の委嘱業務変更（3 月 21 日付） 

【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 

取締役 商品本部長 

兼九州商品開発部長 
取締役 商品本部長 鈴木 信行 

 

３． 一般人事異動（3 月 21 日付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 

福岡事業部長 東福岡事業部長 松原 正美 

熊本事業部長 

兼商品部長 
商品本部デイリー部長 西嶋 洋一郎 

大分事業部長 

兼商品部長 
大分事業部長 池崎 明人 

宮崎事業部長 

兼商品部長 
熊本事業部長 松尾 博文 

鹿児島事業部長 

兼商品部長 
鹿児島・都城事業部長 井ノ元 直樹 

エクスプレス事業部長 

西福岡事業部長 

兼エクスプレス業態 

推進プロジェクトリーダー 

柿塚 俊介 



- 3 - 

【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 

ビッグ事業部長 

兼商品部長 

ビッグ事業本部新業態開発 

プロジェクトチームリーダー 
遠藤 栄治 

福岡事業部商品統括部長 宮崎事業部長 井上 武男 

西九州事業部商品統括部長 ＳＭ改革事業部長 久原 雅和 

経営管理統括部長      

兼経営管理部長 
経営管理部長 篠崎 岳 

人事統括部長 

兼人事部長 

人事部長 

兼採用Ｇマネジャー 
志賀 泰彦 

福岡事業部 

営業サポート部長 
佐賀・筑後事業部長 石倉 義久 

鹿児島事業部 

営業サポート部長 

鹿児島・都城事業部      

営業サポート部長 
他ヵ野 哲 

エクスプレス事業部 

営業サポート部長 

西福岡事業部 

営業サポート部長 
陣之内 良一 

エクスプレス事業部 

商品部長 

商品本部 

コーディネーター部長 
清藤 敏広 

ビッグ事業部 

営業サポート部長 

ビッグ事業本部       

営業部長 
山田 正幸 

新店・活性化推進部長 
マックスバリュ事業本部長付 

新店・活性化推進担当部長 
島袋  清春 

商品本部畜産部長 イオンリテール株式会社出向 田口 雄樹 

商品本部デイリー部長 商品本部畜産部長 木島 修一 

商品本部コーディネーター部長  

兼物流Ｇマネジャー 
業務改革部長 堀 究 
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【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 

ストアオペレーション部長 
鹿屋チーム 

プロジェクトリーダー 
稲益 正敏 

人材開発部長       

兼ダイバーシティ推進Ｇ 

マネジャー 

人材育成・ 

ダイバーシティ推進部長 
武富 恭子 

採用部長 
東福岡事業部 

営業サポート部長 
納富 肇 

開発部長 
開発本部 

第1開発Ｇマネジャー 
樋口 尚大 

リーシング部長 開発計画部長 山﨑 悌司 

コーディネーター部 

コーディネーターＧ 

マネジャー 

ＳＭ改革事業部 

スーパーバイザーＧ 

マネジャー 

船津 良一 

ストアオペレーション部 

情報システムＧマネジャー 

営業推進本部 

情報システムＧマネジャー 
瀬口 浩昭 

ストアオペレーション部 

ストアオペレーションＧ 

マネジャー 

ＳＭ改革事業部 

営業サポートＧマネジャー 
堺 修一 

新店・活性化推進部 

新店サポートチーム 

マネジャー 

営業推進本部 

新店サポートチーム 

マネジャー 

後藤 錦三 

人事統括部 

企業倫理・人権啓発 

マネジャー 

管理本部 

企業倫理・人権啓発 

マネジャー 

木村 司 

社長室 

環境社会貢献Ｇマネジャー 

管理本部 

環境社会貢献Ｇマネジャー 
尾崎 和彦 

人材開発部 

教育訓練Ｇマネジャー代行 

人材育成・ダイバーシティ 

推進部 

教育訓練Ｇマネジャー代行 

池田 龍矢 

水巻店 店長 港町店 店長 山田 英章 

筥崎宮前店 店長  ザ・ビッグ土井店 店長 佐藤 徳行 
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【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 

福間駅前店 店長 井尻駅前店 店長 千田 敬一 

港町店 店長 水巻店 店長 田中 光一 

井尻駅前店 店長 福間駅前店 店長 松崎 世志広 

吉井店 店長 坂ノ市店 店長 古賀 俊介 

櫛原店 店長 矢上団地店 店長 伊藤 元之 

八女本村店 店長 南下郡店 店長 下西ノ園 洋幸 

矢上団地店 店長 櫛原店 店長 古賀 孝司 

南下郡店 店長 豊後高田店 店長 大塚 和成 

豊後高田店 店長 田野店 店長 山下 正史 

坂ノ市店 店長 花野団地店 店長 宮垣 知行 

田野店 店長 八女本村店 店長 鶴田 守 

綾店 店長 大分事業部長付 曲田 金男 

花野団地店 店長 吉井店 店長 山田 博俊 

ザ・ビッグ土井店 店長 ビッグ事業本部長付 秋冨 克巳 

 

以上 


