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2013 年 5 月 1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 柴田 英二 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ３１７１） 

問合せ先  

役職・氏名 取締役人事総務本部長 恒屋 良彦 

                                     電話０９２－４３３－１２２８ 

 

機構改革及び人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、下記の通り機構改革と役員及び一般人事異動を致しますのでご案内申し上げます。 

 

記 

 

１．機構改革（5月1日付） 

 

（１） 営業組織をマックスバリュ事業本部とビッグ事業本部とし業態別に編成する。 

 

（２） ビッグ事業本部には新たに担当役員を配置し、組織下に商品部に加え営業部を新設し

スピードを上げて既存店の業態転換及び新店舗開発を推進する。 

 

（３） マックスバリュ事業本部の各事業部には営業サポート部およびＳＶ機能を配置し迅

速な意思決定のもと事業部の収益確保に責任をもつ体制とする。 

 

（４） お客さまの声をより経営に反映させ、経営の質を高めるための監査機能を強化するた

め経営監査室を新設し組織下に、お客さまサービス部と経営監査部を配置する。 

 

（５） 海外事業推進プロジェクトチームを社長直轄から事業推進担当下に配置し、継続的な

海外事業の調査・研究が推進できる体制とする。 

 

（６） 開発本部に第一開発グループと第二開発グループを配置し、開発本部機能の充実と強

化をはかり、新店開発をより加速化できる体制とする。 
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２．役員人事 

【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 

マックスバリュ事業本部長 商品本部長 田中 實 

ビッグ事業本部長 南九州事業部長 四宮 智明 

商品本部長 営業推進本部長 鈴木 信行 

営業推進本部長 福岡事業部長 久保川 順全 

経営監査室長             

環境管理責任者 
営業本部長 出口 博 

 

 

３．一般人事 

【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 

東福岡事業部長 福岡事業部福岡東営業部長 石倉 義久 

西福岡事業部長 福岡事業部福岡西営業部長 柿塚 俊介 

佐賀・筑後事業部長 大分事業部長 益田 雄治 

西九州事業部長 西九州事業部長崎営業部長 松原 正美 

大分事業部長 コーディネーター部長 池崎 明人 

宮崎事業部長 南九州事業部宮崎営業部長 田原 泰典 

鹿児島・都城事業部長 南九州事業部鹿児島営業部長 西島 菊夫 

東福岡事業部営業サポート部長 福岡事業部営業サポート部長 納富 肇 

西福岡事業部営業サポート部長 南九州事業部営業サポート部長 陣之内 良一 

佐賀・筑後事業部営業サポート部長 西九州事業部営業サポート部長 高柳 正利 

西九州事業部営業サポート部長 諫早中央店 店長 久原 雅和 

宮崎事業部営業サポート部長 西熊本店 店長 西畑 仁 

鹿児島・都城事業部営業サポート部長 宮崎駅東店 店長 稲益 正敏 

ビッグ事業本部営業部長 ＤＳ事業部長 安部 正司 

お客さまサービス部長 西九州事業部佐賀営業部長 遠藤 栄治 

経営監査部長 総務部長 石井 重徳 

コーディネーター部長 商品戦略部長 岩男 良祐 
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【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 

総務部長 お客さまサービス部長 吉井 修一 

水巻店 店長 人事部長付 嘉村 元光 

真名子店 店長 長門石店 店長 神崎 雅史 

本城店 店長 小郡七夕通り店 店長 小松 敏樹 

福間駅前店 店長 白岳店 店長 松崎 世志広 

直方新入店 店長 伊万里駅前店 店長 松井 亮 

内野店 店長 早岐店 副店長 池田 博文 

エクスプレス姪浜駅前店 店長 エクスプレス姪浜駅前店 副店長 井手 一夫 

小郡七夕通り店 店長 別府店 店長 木島 修一 

田主丸店 店長 直方新入店 店長 布川 博 

長門石店 店長 御幸笛田店 店長 中村 元 

基山店 店長 武岡店 店長 八田 速充 

若楠店 店長 田野店 店長 鶴田 守 

佐賀西店 店長 真名子店 店長 草場 克己 

東与賀店 店長 サンロードシティ熊本店 副店長 神田 正幸 

八女本村店 店長 長与店 店長 川上 芳樹 

伊万里駅前店 店長 鹿屋寿店 店長 松本 祐司 

溝陸店 店長 新土河原店 店長 原口 尚冶 

白岳店 店長 水巻店 店長 東 義之 

長与店 店長 清武店 店長 宇和田 忠 

琴海店 店長 佐賀西店 店長 山口 勝稔 

諫早中央店 店長 内坪井店 店長 谷山 浩一 

永江団地店 店長 ザ・ビッグ福岡空港東店 店長 坂井 憲一 

御幸笛田店 店長 川西店 店長 柿内 禎久 

新土河原店 店長 八女本村店 店長 北井 伸広 

内坪井店 店長 リナシティかのや店 店長 浜崎 政輝 

西熊本店 店長 福岡事業部筑後営業部長 喰田 正昭 
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【新  職】 【旧  職】 【氏  名】 

桜坂店 店長 桜坂店 副店長 目野 雪江 

別府店 店長 福間駅前店 店長 竹中 真幸 

宮崎駅東店 店長 霧島店 店長 加地 直美 

霧島店 店長 永江団地店 店長 戸簾 耕作 

田野店 店長 東与賀店 店長 大宅 俊一 

西都店 店長 本城店 店長 松木 良治 

清武店 店長 西都店 店長 日髙 勝弘 

川西店 店長 溝陸店 店長 吉田 隆昭 

鹿屋寿店 店長 小倉愛宕店 副店長 深町 敏和 

リナシティかのや店 店長 若楠店 店長 森田 克弥 

武岡店 店長 エクスプレス姪浜駅前店 店長 河野 良 

ザ・ビッグ福岡空港東店 店長 桜坂店 店長 岩佐 寛昭 

 

以上 


