
 

２０１８年１月３０日 

 

 

人事異動に関するお知らせ 
 

 

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長：平松正嗣）は、下記の通り人事異動を実施

しますのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．人事異動について ＜２０１８年２月５日付＞ 

新   職 旧   職 氏  名 

専務取締役 管理本部長 兼 中国室

長 兼 情報管理部長 

専務取締役 管理本部長 兼 中国室

長 
夏原 行平 

常務取締役 開発本部長 
常務取締役 開発本部長 兼 開発部

長 
田淵 寿 

社長付 北陸特命事項担当 執行役員 北陸営業部長 山村 将盟 

管理本部長付 執行役員 財務部長 竹中 昭敏 

北陸営業部長 ＡＰ金沢 支配人 北川 嘉嗣 

財務部長 財務部長付 谷川 善弘 

開発部長 開発部 開発二課長 森下 光晴 

ＡＰ金沢 支配人 教育人事部付 玉井 宏幸 

ＡＰ木津 店長 
住居関連品事業部 家庭用品・寝具イ

ンテリア課長 
堀 吉伸 

ＡＰ小松 店長 
ＳＭ営業部 ＳＭ第一エリアマネー

ジャー 
磯部 たかし 

ＡＰ津幡 店長 今津店 店長 田村 剛 

守山店 店長 
ライフサービス事業部 通信・サービ

ス課長 
木野 照彦 

和迩店 店長 衣料品事業部 子供服ベビー課長 上原 秀郎 

木之本店 店長 江南店 店長 杉江 栄一 



今津店 店長 
ＳＭ営業部 ＳＭ第五エリアマネー

ジャー 
井上 秀樹 

ＡＰ鶴見 店長 教育人事部付 橋爪 彰 

祖父江店 店長 長久手店 店長 早藤 直樹 

江南店 店長 ＡＰ木津 店長 村木 敏樹 

長久手店 店長 ＦＭ南郷店 兼 ＳＦ大石店 店長 大島 美邦 

中小田井店 店長 
一般食品事業部 日配品課バイヤー 

兼 東海チーフ 
西浦 義尚 

春日井宮町店 店長 中小田井店 店長 石黒 広志 

ＦＭ湖東店 店長 ＦＭ五個荘店 店長 桐生 康夫 

ＦＭ湖北店 店長 ＦＭ彦根地蔵店 店長 池田 浩士 

ＦＭ能登川店 店長 ＦＭ安土店 店長 佐野 良信 

ＦＭ彦根地蔵店 店長 ＡＰ津幡 店長 谷口 英邦 

ＦＭ五個荘店 店長 ＦＭ高槻氷室店 店長 鈴村 崇 

ＦＭ菩提寺店 店長 ＦＭ長浜平方店 店次長 北村 良輝 

ＦＭ安土店 店長 ＦＭＭＯＭＯテラス店 店次長 澤辺 勇治 

ＦＭ江頭店 店長 ＦＭかみしんプラザ店 店長 田井中 雅治 

ＦＭ守山水保店 店長 ＡＰ小松 店長 斉川 健一 

ＦＭ追分店 店長 愛知川店 店次長 西村 哲 

ＦＭグリーンヒル青山店 店長 ＡＰ宇治東 食品店長 大西 力也 

ＦＭ南郷店 兼 ＳＦ大石店 店長 ＦＭグリーンヒル青山店 店長 西村 直志 

ＦＭ石山寺辺店 店長 ＡＰ小牧 店長 佐山 峰吉 

ＦＭ･Ｇ宇治市役所前店 店長 グリーンプラザ店 店次長 久保 博史 

ＦＭ宇治菟道店 店長 ＦＭ木津川店 店次長 岡村 浩樹 

ＦＭ高槻氷室店 店長 ＦＭ枚方養父店 店次長 畑 心 

ＦＭ彩都店 店長 ＦＭ･Ｇ宇治市役所前店 店長 林 裕 



ＦＭかみしんプラザ店 店長 ＦＭ宇治菟道店 店長 奥野 悟 

ＳＭ営業部 ＳＭ第一エリアマネー

ジャー 
ＦＭ能登川店 店長 植道 正男 

ＳＭ営業部 ＳＭ第三エリアマネー

ジャー 
春日井宮町店 店長 川村 正樹 

ＳＭ営業部 ＳＭ第四エリアマネー

ジャー 
ＡＰ鶴見 店長 光久 正二 

ＳＭ営業部 ＳＭ第五エリアマネー

ジャー 

ＳＭ営業部 ＳＭ第四エリアマネー

ジャー 
辰巳 勝仁 

ＳＭ営業部 ＳＭ第六エリアマネー

ジャー 

ＳＭ営業部 ＳＭ第三エリアマネー

ジャー 
谷脇 直公 

衣料品事業部 子供服ベビー課長 
衣料品事業部 子供服ベビー課チー

フバイヤー 
藤井 信男 

住居関連品事業部 家庭用品・寝具イ

ンテリア課長 
ＡＰ草津 住関店長 永田 茂 

ライフサービス事業部 通信・サービ

ス課長 

ライフサービス事業部 通信・サービ

ス課員 
藤田 陽生 

教育人事部 人事課長 兼 新人事制

度構築プロジェクトリーダー 
教育人事部 人事課長 永井 敬一 

教育人事部 採用課長 兼 人権啓発

課長 

教育人事部 人権啓発課長 兼 採用

支援チームリーダー 
津田 智晴 

情報管理部 システム運用課長 
情報管理部 営業システムサポート

課長 
松木 基嗣 

情報管理部 営業システムサポート

課長 

情報管理部 システム運用課長 兼 

基幹システム再構築ＰＪリーダー 
林 仁史 

開発部 開発二課長 開発部 開発二課員 北村 忠利 

店舗建設部 企画建設課長 店舗建設部 企画建設課員 松田 一郎 

経営企画部 経営戦略課長 経営企画部 経営戦略担当課長 橋本 光正 

営業業務改革推進プロジェクトリー

ダー 

新たな働き方実現プロジェクトリー

ダー 
福田 正博 

本部業務改革推進プロジェクトリー

ダー 
総務部 総務課員 田中 重人 

※店舗について｢ＡＰ｣は｢アル･プラザ｣、｢ＦＭ｣は｢フレンドマート｣の略です。 

※課長級以上の人事異動について掲載しています。 

 

以上 


