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                                    ２０１８年２月２８日 

各  位 

                           会 社 名 マックスバリュ中部株式会 社 

                           代表者名 代表取締役社長     鈴木 芳知 

                               （コード番号：８１７１ 名証第二部） 

                           問合せ先 取締役兼常務執行役員管理本部長 望月 俊二 
                           Ｔ Ｅ Ｌ （０５２）８５７－０７１９ 
 
 
 
 

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、２０１８年３月１日付の機構改革及び人事異動について決定しましたので、お知

らせいたします。 

 

記 

当社は、「ハレの日から普段使いまで、毎日のおいしい食卓をご提供する近くて便利なスーパーマーケッ

ト」の実現と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現場力の強化を推進するため、

機構改革を実施します。 

 

１．機構改革（３月１日付） 

（１）地域密着、現場力強化の推進に関すること 

 ①営業・商品・開発担当および管理・監査担当を廃止する。 

 ②業態開発本部を廃止し、「ザ・ビッグ事業部」を社長直轄組織とする。 

 ③「都市型小型ＳＭプロジェクト」を「マックスバリュ事業本部」組織下に配置する。 

 ④営商サポート本部組織下のＣＳ推進部とストアサポート部を統合して「ストアオペレーション部」と

し、「営業企画部」とともに社長直轄組織とする。ストアサポート部組織下の教育・訓練担当を廃止し、

「ストアオペレーション担当」を新設し、全社のオペレーションを企画し、働き方改革を推進する。 

 ⑤「マックスバリュ事業本部」組織下の営業コーディネーター担当と商品コーディネーター担当を統合

し、「コーディネーター部」を新設する。その組織下に「コーディネーター担当」「売場企画担当」を

新設し、５２週販売計画に基づく売場を実現する。 

 ⑥「マックスバリュ事業本部」組織下の新店・活性化推進担当、愛知・岐阜営業部ＳＶ担当、三重・滋

賀ＳＶ担当を廃止し、各営業部に新店、活性化、店舗の支援等を実施する「営業サポート」機能を付

加するとともに、「スーパーバイザー」は各商品部組織下に配置し、販売計画通りの売場の実現と部門

担当者への教育・訓練を実施し、現場力強化を推進し、お客さまに支持される売場を実現する。 

 ⑦「愛知・岐阜営業部」組織下のＳＭ小型愛知エリア担当を廃止し、担当の店舗を「愛知・岐阜営業部」

の各エリア担当がそれぞれ担当する。 

（２）経営構造改革の推進に関すること 

 ①社長直轄組織として「ＭＤプロセス改革プロジェクト」を新設し、地域密着、現場力の向上に向けた

ＭＤプロセスを再構築する。 

 ②「マックスバリュ事業本部」組織下の「ＳＣＭ改革部」を社長直轄組織とし、全社を横断するＳＣＭ

改革を推進する。 
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（３）新規事業の推進に関すること 

 ①業態開発本部組織下のネット推進担当を「ネット販売推進部」に改称し、社長直轄組織とし、ネット

販売、オムニチャネル化の推進、宅配サービス等への対応を強化する。 

（４）管理組織体制に関すること 

 ①「管理本部」組織下の「ダイバーシティ担当」を「人事部」組織下に配置する。 

 ②「人事部」組織下の人事制度改革担当を廃止して「人事企画担当」を新設し、人事制度、表彰制度、

人員配置等の企画立案を行う。 

 ③「総務部」組織下の総務担当と渉外担当を統合し、「総務・渉外担当」とする。 

 ④「経営企画グループ」組織下の事業推進担当と経営企画担当を統合し、「経営企画担当」とする。 

 

 

２．取締役の委嘱変更（３月１日付） 

【新 職】 【旧 職】 【継続職】 【氏 名】 

― 業態開発本部長 取締役兼執行役員 岡田邦和 

 
 

３．執行役員人事異動（３月１日付） 

【新 職】 【旧 職】 【継続職】 【氏 名】 

執行役員 ― 経営企画室長 木田 哲 

 

 

４．一般人事異動（３月１日付） 

【新 職】 【旧 職】 【氏 名】 

マックスバリュ事業本部 

愛知・岐阜営業部長 

執行役員 

営商サポート本部長兼営業企画部長 
東 卓也 

マックスバリュ事業本部 

三重・滋賀営業部長 

営商サポート本部 

ストアサポート部長 

兼教育・訓練担当Ｍｇｒ 

鈴木 充 

マックスバリュ事業本部 

都市型小型ＳＭプロジェクトリーダー 

業態開発本部 

都市型小型ＳＭプロジェクトリーダー 
藤本友也 

マックスバリュ事業本部 

コーディネーター部長 

兼コーディネーター担当Ｍｇｒ 

マックスバリュ事業本部 

商品コーディネーター担当Ｍｇｒ 
鈴木則人 

マックスバリュ事業本部 

水産部長 

マックスバリュ事業本部 

愛知・岐阜営業部 

名古屋エリア担当エリア長 

渡辺憲治 

経営企画室 

経営企画グループリーダー 

兼秘書・広報担当Ｍｇｒ 

経営企画室 

経営企画グループリーダー 

兼事業推進担当Ｍｇｒ 

兼秘書・広報担当Ｍｇｒ 

宮田真人 

マックスバリュ事業本部 

デリカ部長 

マックスバリュ事業本部 

デリカ部バイヤー 
中出知希 

※Ｍｇｒ ･･･ マネージャーの略 
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【新 職】 【旧 職】 【氏 名】 

マックスバリュ事業本部 

三重・滋賀営業部 

三重南勢エリア担当エリア長 

マックスバリュ事業本部 

愛知・岐阜営業部長 
野木政博 

マックスバリュ事業本部 

コーディネーター部 

売場企画担当Ｍｇｒ 

マックスバリュ事業本部 

三重・滋賀営業部長 
佐野力也 

ザ・ビッグ事業部長 

兼ザ・ビッグ営業担当Ｍｇｒ 

業態開発本部 

ザ・ビッグ事業部長 

兼ザ・ビッグ営業担当Ｍｇｒ 

中島 淳 

営業企画部長 

マックスバリュ事業本部 

三重・滋賀営業部 

三重鈴鹿エリア担当エリア長 

前田賀之 

ストアオペレーション部長 

営商サポート本部 

ＣＳ推進部長 

兼お客さま対応担当Ｍｇｒ 

宇都木正幸 

ＭＤプロセス改革プロジェクト 

リーダー 

マックスバリュ事業本部 

デリカ部長 
兼児昭浩 

ネット販売推進部長 ＭＶララパーク店長 安部伸一 

ＳＣＭ改革部長 
デリカ食品株式会社 

専務取締役 
秦 建治 

マックスバリュ事業本部 

愛知・岐阜営業部 

名古屋エリア担当エリア長 

ＭＶグランド千種若宮大通店長 宮崎貴規 

マックスバリュ事業本部 

愛知・岐阜営業部 

名古屋・三河エリア担当エリア長 

マックスバリュ事業本部 

三重・滋賀営業部 

三重北勢エリア担当エリア長 

小出和也 

マックスバリュ事業本部 

三重・滋賀営業部 

三重北勢エリア担当エリア長 

マックスバリュ事業本部 

愛知・岐阜営業部 

ＳＶ担当Ｍｇｒ 

山脇雅臣 

マックスバリュ事業本部 

三重・滋賀営業部 

三重鈴鹿エリア担当エリア長 

ＭＶ鈴鹿中央店長 松本俊男 

マックスバリュ事業本部 

三重・滋賀営業部 

滋賀・伊賀エリア担当エリア長 

ＭＶ北勢店長 山田久行 

ザ・ビッグ事業部 

ザ・ビッグ商品担当Ｍｇｒ 

マックスバリュ事業本部 

デイリー部バイヤー 
南平一博 

ストアオペレーション部 

ストアオペレーション担当Ｍｇｒ 

兼後方サポート担当Ｍｇｒ 

マックスバリュ事業本部 

愛知・岐阜営業部 

ＳＭ小型愛知エリア担当エリア長 

小林克恵 

ストアオペレーション部 

品質管理担当Ｍｇｒ 
ＭＶ知多新知店長 樋口 武 

※Ｍｇｒ ･･･ マネージャーの略、ＭＶ ･･･ マックスバリュの略  

※デリカ食品株式会社 ･･･ 当社 100％子会社。惣菜等製造業。 
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【新 職】 【旧 職】 【氏 名】 

ストアオペレーション部 

お客さま対応担当Ｍｇｒ 
ＭＶ川原店長 山本達哉 

営業企画部 

販売促進担当Ｍｇｒ 

営商サポート本部 

営業企画部 

営業企画部長付Ｍｇｒ 

設樂俊人 

管理本部 

人事部 

人事企画担当Ｍｇｒ 

管理本部 

人事部 

人事制度改革担当Ｍｇｒ 

後藤正孝 

管理本部 

人事部 

ダイバーシティ担当Ｍｇｒ 

管理本部 

ダイバーシティ担当Ｍｇｒ 
佐藤依美 

管理本部 

総務部 

総務・渉外担当Ｍｇｒ 

管理本部 

総務部 

総務担当Ｍｇｒ 

加藤一彦 

ＭＶグランド千種若宮大通店長 ＭＶグランド名西店長 古賀 聡 

ＭＶグランド名西店長 ＭＶ有松駅前店長 長山昌史 

ＭＶ小牧堀の内店長 ＭＶ篠原橋東店副店長 小島英揮 

ＭＶ岐南店長 ＭＶ学園前店長 渡辺佳孝 

ＭＶ各務原店長 ＭＶ清須春日店長 山田和輝 

ＭＶ穂積店長 ＭＶ岐南店長 小林 幹 

ＭＶ自由ヶ丘店長 ＭＶ垂井店副店長 小池 亮 

ＭＶ味鋺店長 ＭＶグランド千種若宮大通店副店長 吉田康人 

ＭＶ清須春日店長 ＭＶ木曽川店副店長 古田 毅 

ＭＶ砂田橋店長 ＭＶ津島江西店長 安井寛貴 

ＭＶ津島江西店長 ＭＶ味鋺店長 福村勝俊 

ＭＶ川原店長 ＭＶ小牧堀の内店長 淺井亮次 

※Ｍｇｒ ･･･ マネージャーの略、ＭＶ ･･･ マックスバリュの略  
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【新 職】 【旧 職】 【氏 名】 

ＭＶエクスプレス笠寺店長 ＭＶ大垣東店副店長 二村修平 

ＭＶエクスプレス瑞穂通店長 ＭＶ自由ヶ丘店長 乙部正人 

ＭＶ一社店長 ＭＶエクスプレス笠寺店長 梅木永嘉 

ＭＶ有松駅前店長 ＭＶ上野店長 定村 彰 

ＭＶ香流店長 ＭＶ砂田橋店長 近藤繁光 

ＭＶ知多新知店長 ＭＶ各務原店長 青木靖博 

ＭＶ鳴子店長 ＭＶ亀山みずほ台店長 渡邉慎也 

ＭＶエクスプレス土原店長 ＭＶ采女店長 林 義人 

ＭＶ采女店長 ＭＶ桑名新西方店長 市川裕崇 

ＭＶ笹川店長 

マックスバリュ事業本部 

三重・滋賀営業部 

ＳＶ担当Ｍｇｒ 

岩崎基司 

ＭＶ北勢店長 ＭＶ岡田店長 山下晃範 

ＭＶ桑名新西方店長 ＭＶ四日市店長 斉藤三男 

ＭＶ鈴鹿中央店長 ＭＶ笹川店長 鷲見 啓 

ＭＶ亀山みずほ台店長 ＭＶ穂積店長 川嶋洋和 

ＭＶ岡田店長 ＭＶエクスプレス瑞穂通店長 菅 浩一 

ＭＶ鈴鹿住吉店長 

マックスバリュ事業本部 

三重・滋賀営業部 

滋賀・伊賀エリア担当エリア長 

塩津和彦 

ＭＶ香良洲店長 ＭＶ駒井沢店副店長 東 秀樹 

  ※Ｍｇｒ…マネージャーの略、ＭＶ…マックスバリュの略、 
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【新 職】 【旧 職】 【氏 名】 

ＭＶララパーク店長 
マックスバリュ事業本部 

新店・活性化担当Ｍｇｒ 
美馬康順 

ＭＶ大石店長 ＭＶ篠原橋東店副店長 加藤 毅 

ＭＶ学園前店長 

マックスバリュ事業本部 

愛知・岐阜営業部 

名古屋・三河エリア担当エリア長 

廣山孝一 

ＭＶ八日市店長 ＭＶ駒井沢店長 小野新太郎 

ＭＶ駒井沢店長 
マックスバリュ事業本部 

営業コーディネーター担当Ｍｇｒ 
神森 肇 

ＭＶ上野店長 

マックスバリュ事業本部 

三重・滋賀営業部 

三重南勢エリア担当エリア長 

吉村一昭 

ＢＥ鈴鹿ユーズ店長 ＭＶ八日市店長 加藤 裕 

ＢＥ小俣店長 ＢＥ松阪高町店長 馬場敦樹 

ＢＥ神田久志本店長 ＢＥ小俣店長 曽根一幸 

ＢＥ松阪高町店長 ＢＥ神田久志本店長 岡村智久 

 ※Ｍｇｒ…マネージャーの略、ＭＶ…マックスバリュの略、ＢＥ…ザ・ビッグ エクスプレスの略 

 

                            以 上 


