
  

 

 

 

 

2021 年２月 15 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） 

 

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 

 

中期経営計画の達成に向け、さらなる地域密着経営の実現と各々の営業エリアにおける地域対応力の強化

とともに、急激な環境変化に、迅速かつ柔軟な対応を図るべく、機構改革を実施します。 

 

１．機構改革（３月１日付） 

【社長直轄】 

・小型店統括部組織下に小型店商品企画部を配置する。 

・小型店統括部組織下の神奈川・静岡東部運営部を神奈川・静岡東部運営グループに改称する。 

・小型店統括部組織下の静岡中西部運営部を静岡中西部運営グループに改称する。 

・小型店統括部組織下の名古屋運営グループを愛知・三重運営グループに改称する。 

【営業本部】 

・第二事業部組織下の名古屋南・三河運営部を名古屋南運営部へ改称する。 

・新三河運営部を西三河運営部に改称する。 

【営業サポート本部】 

・マーケティング部を廃止し、その機能を営業企画部に移管する。 

 

２．執行役員人事（３月１日付） 

【新職】 【氏名】 【現職】 

執行役員 営業本部 第二事業部長 久保田 義彦 執行役員 営業本部 第四事業部長 

執行役員 営業本部 第四事業部長 前 和昭 執行役員 営業本部 第二事業部長 

 

２．一般人事（３月１日付） 

①本社 部長・マネージャー人事 

【新職】 【氏名】 【現職】 

＜営業本部 第一事業部＞ 

三重中勢伊賀運営部長 土屋 信也 グランド名西店長 

三重南勢・滋賀運営部長 五十嵐 卓 三重中勢伊賀運営部長 

 

 



  

 

【新職】 【氏名】 【現職】 

＜営業本部 第二事業部＞ 

名古屋運営部長 宮崎 貴規 名古屋南・三河運営部長 

名古屋南運営部長 川﨑 英生 静岡東部運営部長 

＜営業本部 第三事業部＞ 

静岡西部・東三河運営部長 谷元 正樹 三重南勢・滋賀運営部長 

＜営業本部 第四事業部＞ 

静岡東部運営部長 石川 哲久 伊豆運営部長 

伊豆運営部長 古賀 聡 名古屋運営部長 

＜営業本部＞ 

西三河運営部長 萩原 一也 静岡西部・東三河運営部長 

＜商品本部＞ 

第四事業部商品グループマネージャー 河越 靖典 長泉中土狩店長 

ミスタードーナツ部マネージャー 原川 智路 ミスタードーナツ部 

＜営業サポート本部＞ 

営業企画部長 高尾 一弘 マーケティング部長 

ストアオペレーション部長 笹崎 政信 営業企画部長 

＜直轄組織 小型店統括部＞ 

小型店商品企画部長 小澤 守正 
商品本部 

第四事業部商品グループマネージャー 

愛知・三重運営グループマネージャー 西田 輝之 垂井店長 

静岡中西部運営グループマネージャー 鈴木 達也 
小型店統括部 

オペレーショングループマネージャー 

神奈川・静岡東部運営グループマネージャ

ー 
勝俣 仁 神奈川・静岡東部運営部長 

＜直轄組織 経営企画部＞ 

ＣＳＲ推進グループマネージャー 長谷川 晋 環境社会貢献グループマネージャー 

 

②店長人事 

【新職】 【氏名】 【現職】 

＜営業本部 第一事業部 三重北勢鈴鹿運営部＞ 

北勢店長 滝口 勝洋 松阪中央店長 

笹川店長 下鳥 和重 磐田西貝塚店長 

生桑店長 玉木 公平 学園前店長 

亀山店長 濱川 嘉彦 藤が丘店長 

亀山みずほ台店長 杉本 辰徳 名張西店長 

＜営業本部 第一事業部 三重中勢伊賀運営部＞ 

川口店長 平 富彦 一志店長 



  

 

【新職】 【氏名】 【現職】 

一志店長 小野 新太郎 八日市店長 

桔梗が丘東店長 松山 恵二 名張店 

名張西店長 桜本 淳 長久手店長 

＜営業本部 第一事業部 三重南勢・滋賀運営部＞ 

松阪中央店長 風間 壯太郎 函南大土肥店長 

川井町店長 浅井 平祐 森孝東店長 

学園前店長 廣山 孝一 商品コーディネーター部マネージャー 

八日市店長 後藤 佳史 川口店長 

東近江店長 小崎 友博 
小型店統括部 

名古屋運営グループマネージャー 

＜営業本部 第二事業部 名岐運営部＞ 

垂井店長 高橋 宏彰 北勢店長 

各務原那加店長 松尾 公彦 大垣東店 

水海道店長 足立 典之 清水興津店長 

春日井坂下店長 瀧 哲也 南足柄岩原店長 

Ｅｘｐ勝川駅店長 小柳出 智治 長泉下土狩店長 

＜営業本部 第二事業部 名古屋運営部＞ 

御器所店長 古川 直之 千年店長 

川原店長 富田 宏治 三島壱町田店長 

千年店長 金井 一徳 浜松立野店長 

グランド名西店長 福田 誠 御殿場原里店長 

瑞穂通店長 牛田 英仁 亀山みずほ台店 

本山店長 堀江 将嘉 函南間宮店長 

自由ヶ丘店長 松元 良至 島田阿知ケ谷店長 

＜営業本部 第二事業部 名古屋南運営部＞ 

有松駅前店長 伊藤 雅之 伊豆下田店長 

藤が丘店長 菅 浩一 各務原那加店長 

森孝東店長 鈴木 研郎 湯河原店長 

長久手店長 増井 将二 沼津沼北店長 

＜営業本部 第三事業部 静岡西部・東三河運営部＞ 

福田店長 浦 裕之 浜松助信店 

磐田西貝塚店長 浅井 亮次 川原店長 

浜松和田店長 川嶋 洋和 亀山みずほ台店長 

浜松立野店長 畠田 有司 亀山店長 

細江店長 浅井 啓子 東近江店長 



  

 

【新職】 【氏名】 【現職】 

豊橋橋良店長 柳沢 吉揮 川井町店長 

＜営業本部 第三事業部 静岡中部運営部＞ 

静岡丸子店長 鹿間 友彰 御器所店長 

マークイズ静岡店長 中尾 忠彦 細江店長 

清水興津店長 鈴木 貴也 ストアオペレーション部 

島田阿知ケ谷店長 森田 光宏 Ｅｘｐ勝川駅店長 

＜営業本部 第四事業部 静岡東部運営部＞ 

裾野店長 岩崎 充良 御殿場萩原店長 

三島壱町田店長 澤木 史博 キミサワ加茂川店長 

長泉中土狩店長 作野 要祐 本山店長 

長泉下土狩店長 中村 剛 
商品本部 

第四事業部商品グループ 

沼津沼北店長 杉村 和夫 御殿場便船塚店長 

沼津柳町店長 福本 和顕 秦野東田原店長 

沼津香貫店長 平山 仁 沼津柳町店長 

＜営業本部 第四事業部 伊豆運営部＞ 

熱海店長 山梨 昭 浜松和田店長 

函南店長 鈴木 久 裾野店長 

函南大土肥店長 細川 祐 豊橋橋良店長 

函南間宮店長 小野 陽一 Ｅｘｐ大仁店長 

Ｅｘｐ大仁店長 三田 和弘 函南店 

伊豆高原店長 今井 真洋 水海道店長 

稲取店長 山口 卓也 熱海店長 

伊豆下田店長 山田 和輝 春日井坂下店長 

＜営業本部 第四事業部 神奈川・御殿場運営部＞ 

秦野渋沢店長 山口 望 有松駅前店長 

秦野東田原店長 三宅 勲 グラッテ香貫店長 

南足柄岩原店長 乙部 正人 瑞穂通店長 

湯河原店長 相馬 良明 福田店長 

御殿場萩原店長 西島 尊 函南店長 

御殿場原里店長 岩崎 基司 笹川店長 

御殿場便船塚店長 大庭 直美 御殿場萩原店 

  



  

 

【新職】 【氏名】 【現職】 

＜小型店統括部 愛知・三重運営グループ＞ 

Ｅｘｐ天白原店長 

Ｅｘｐ天白植田店長 

Ｅｘｐ北山店長 

堀 耕二 
Ｅｘｐ静岡上足洗店長 

Ｅｘｐ静岡大岩店長 

＜小型店統括部 静岡中西部運営グループ＞ 

Ｅｘｐ富士今泉店長 

Ｅｘｐ富士国久保店長 

Ｅｘｐ富士御幸町店長 

山本 真一 

Ｅｘｐ清水追分店長 

Ｅｘｐ清水村松原店長 

Ｅｘｐ清水駅前店長 

Ｅｘｐ清水追分店長 

Ｅｘｐ清水村松原店長 

Ｅｘｐ清水駅前店長 

仲野 健介 
Ｅｘｐ熱海小嵐店長 

Ｅｘｐ伊東吉田店長 

Ｅｘｐ静岡上足洗店長 

Ｅｘｐ静岡大岩店長 
浅野 光之 ＭＶ稲取店長 

＜小型店統括部 神奈川・静岡東部運営グループ＞ 

Ｅｘｐ熱海小嵐店長 

Ｅｘｐ伊東吉田店長 
林 泰明 

Ｅｘｐ富士今泉店長 

Ｅｘｐ富士国久保店長 

Ｅｘｐ富士御幸町店長 

※Ｅｘｐはエクスプレスの略 

                                          以 上 

 


