
  

 

 

 

 

2020 年２月 26 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 兼  神 尾 啓 治 

       社 長 執 行 役 員 

（コード番号：8198 東証第二部） 

問 合 せ 先  取締役 兼 執行役員  高 橋   誠 

       経 営 管 理 本 部 長 

       （ TEL. 053-421-7000） 

 

人事異動に関するお知らせ 

 

マックスバリュ東海株式会社は、下記のとおり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．取締役・執行役員人事（３月１日付） 

【新職】 【氏名】 【現職】 

執行役員人事総務本部長 二上 芳彦 
イオンアイビス株式会社 

ビジネスサービス本部 ＢＳ業務部長 

イオンリテール株式会社 

執行役員人事総務本部長 

当社取締役（非常勤） 

近藤 健司※ 取締役 兼 執行役員 人事総務本部長 

※近藤健司氏は 2020 年５月開催予定の第 58 期定時株主総会終結の時をもって、当社取締役を退任する予定 

です。 

 

1．一般人事（３月１日付） 

①本社 部長・マネージャー            

【新職】 【氏名】 【現職】 

＜営業本部 第三事業部＞ 

静岡中部運営部長 山田 裕之 御殿場萩原店長 

＜店舗開発本部＞ 

店舗開発部長 中西 渉 店舗開発部 三重・滋賀エリア担当部長 

開発企画部長 長橋 正 店舗開発部長 

＜商品本部＞ 

生鮮商品統括部マネージャー 廣山 孝一 商品コーディネーター部 

＜直轄組織＞ 

中国事業担当付 担当部長 謝 良 永旺美思佰楽（広州）商業有限公司 

経営企画部 環境社会貢献グループ 

食育担当マネージャー 
森西 祐子 経営企画部 

 

  



  

 

②店長            

【新職】 【氏名】 【現職】 

＜営業本部 第一事業部 三重北勢鈴鹿運営部＞ 

サンリバー店長 山田 久行 多気店長 

岡田店長 佐藤 依美 大矢知店 

＜営業本部 第一事業部 三重中勢伊賀運営部＞ 

垂水店長 加藤 毅 大石店長 

津東店長 野木 政博 垂水店長 

佐那具店長 東 千里 桔梗が丘東店長 

上野小田店長 善田 啓幸 サンリバー店長 

名張西店長 杉本 辰徳 開成店長 

桔梗が丘東店長 小島 英揮 上野小田店長 

＜営業本部 第一事業部 三重南勢・滋賀運営部＞ 

郷津店長 藤村 泰夫 名張店 

多気店長 中山 力 津東店長 

大台店長 野々村 亮栄 郷津店長 

大石店長 齋藤 幸伸 鈴鹿住吉店 

大津月輪店長 穐田 友 春日井坂下店長 

大津京店長 太田 至治 大津月輪店長 

＜営業本部 第二事業部 名岐運営部＞ 

各務原店長 濱野 哲郎 若葉通店長 

穂積店長 北川 誠 佐那具店長 

扶桑店長 山口 篤史 富士宮朝日町店長 

春日井坂下店長 山田 和輝 各務原店長 

清須春日店長 加藤 秀明 グランド名西店 

＜営業本部 第二事業部 名古屋運営部＞ 

鳩岡店長 南平 裕子 一社店長 

若葉通店長 岡田 祐樹 清須春日店長 

代官店長 飯田 裕之 富士江尾店長 

Ｅｘｐ笠寺店長 高橋 美香 小牧駅西店 

＜営業本部 第二事業部 名古屋南・三河運営部＞ 

一社店長 相川 剛志 長久手店長 

長久手店長 桜本 淳 鳩岡店長 

知多新知店長 山下 晃範 大津京店長 

西尾店長 志賀 孝行 福田店長 



  

 

【新職】 【氏名】 【現職】 

＜営業本部 第三事業部 静岡西部・東三河運営部＞ 

豊橋橋良店長 細川 祐 代官店長 

豊橋南店長 林 徹 豊橋橋良店長 

豊川八幡店長 白澤 宏一 浜松立野店長 

浜松立野店長 金井 一徳 富士宮万野原店長 

浜松助信店長 帯金 伸行 富士川成新町店長 

浜松三方原店長 徳増 哲志 浜松助信店長 

Ｅｘｐ浜松住吉店長 高橋 守 豊橋南店長 

Ｅｘｐ浜松早出店長 杉山 裕介 Ｅｘｐ浜松住吉店長 

Ｅｘｐ浜松飯田店長 山本 美代士 Ｅｘｐ浜松早出店長 

福田店長 相馬 良明 水産部 

＜営業本部 第三事業部 静岡中部運営部＞ 

富士南店長 市山 栄治 富士宮宮原店長 

富士富士見台店長 久保田 昌英 Ｅｘｐ富士水戸島店長 

富士江尾店長 佐野 智香 富士宮朝日町店 

富士川成新町店長 今井 匡明 マークイズ静岡店長 

Ｅｘｐ富士水戸島店長 清 陽子 清水八坂店 

富士宮宮原店長 加藤 聡 沼津柳町店長 

富士宮万野原店長 髙沢 剛太 キミサワせせらぎパーク三好店長 

富士宮朝日町店長 佐藤 嘉明 扶桑店長 

静岡曲金店長 小宮山 将裕 Ｅｘｐ大仁店長 

マークイズ静岡店長 宮川 久雄 富士江尾店 

＜営業本部 第四事業部 静岡東部運営部＞ 

沼津柳町店長 平山 仁 伊東駅前店長 

沼津原町西店長 萬年 貴之 富士南店長 

沼津カタクラパーク店長 川口 利行 裾野茶畑店長 

Ｅｘｐ長泉店長 辻 茂美 篠原橋東店 

三島壱町田店長 富田 宏治 キミサワ広小路店長 

キミサワ広小路店長 寺田 圭介 豊田店 

キミサワせせらぎパーク三好店長 佐藤 欣弥 沼津原町西店長 

裾野茶畑店長 河越 靖典 函南間宮店長 

＜営業本部 第四事業部 伊豆運営部＞ 

伊東広野店長 宮坂 直秀 富士富士見台店長 

伊東駅前店長 岡崎 淳一 三島壱町田店長 



  

 

【新職】 【氏名】 【現職】 

函南間宮店長 堀江 将嘉 キミサワ御殿場便船塚店長 

伊豆長岡店長 工藤 康之 修善寺店長 

Ｅｘｐ大仁店長 小野 陽一 浜松三方原店長 

修善寺店長 桑原 広樹 沼津カタクラパーク店長 

＜営業本部 第四事業部 神奈川・御殿場運営部＞ 

御殿場萩原店長 岩崎 充良 秦野渋沢店長 

御殿場原里店長 福田 誠 富士河口湖店長 

御殿場富士岡店長 宮沢 教幸 農産部 

キミサワ御殿場便船塚店長 杉村 和夫 Ｅｘｐ長泉店長 

開成店長 後藤 浩二 名張西店長 

秦野渋沢店長 橋元 雅広 御殿場原里店長 

秦野東田原店長 福本 和顕 磐田西貝塚店 

富士河口湖店長 木村 和也 伊東広野店長 

＜直轄組織 小型店統括部 名古屋運営グループ＞ 

Ｅｘｐ天白原店長 

Ｅｘｐ天白植田店長 

Ｅｘｐ北山店長 

山田 尚孝 Ｅｘｐ天白原店長 

＜直轄組織 小型店統括部 神奈川伊豆運営部＞ 

Ｅｘｐ熱海小嵐店長 

Ｅｘｐ伊東吉田店長 
仲野 健介 Ｅｘｐ横浜吉野町店長 

Ｅｘｐ大和つきみ野店長 

Ｅｘｐ大和駅前店長 

Ｅｘｐ横浜吉野町店長 

岡崎 幹央 
Ｅｘｐ大和つきみ野店長 

Ｅｘｐ大和駅前店長 

※Ｅｘｐはエクスプレスの略。 

※着任日はそれぞれ異なります。 

                                          以 上 

 


