
 

 

２０２３年１月３０日 

 

 

 

人事異動ならびに子会社の代表取締役の異動について 
 

 

 

株式会社フジ・リテイリング（以下「フジ・リテイリング」）（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：山口
やまぐち

 

普
ひろし

）は、2023年 1月 30日開催の取締役会において、2023年 3月 1日付の人事異動を次のように決議しまし

たのでお知らせします。また、あわせて子会社の代表取締役の異動もお知らせします。 

 あわせて、2023年 1月 26日付株式会社フジ（以下、「フジ」）から発表のとおり、2024年 3月に予定してい

るフジとフジ・リテイリング並びにマックスバリュ西日本（以下「ＭＶ西日本」）の完全経営統合に向けた円

滑な組織運営、およびその後を見据えた政策立案体制を構築するために、フジがあらたに設置した各部署への

人事異動もお知らせします。 

 

 

 

１．取締役の職掌の変更 （2023年 3月 1日付） 

 

新役職名 現役職名 氏 名 

代表取締役専務 専務執行役員 

企画・開発本部長 

兼 総合企画部長 兼 店舗開発部長 

代表取締役専務 専務執行役員 

企画・開発本部長  

兼 総合企画部長  

松川 健嗣 

専務取締役 専務執行役員 

営業担当 兼 店舗運営事業本部長 

専務取締役 専務執行役員 

営業担当 兼 店舗運営事業本部長 

兼 業務改善推進部長 

 

森田 英樹 

 

取締役 上席執行役員 

営業企画推進本部長 

兼 ロジスティックス部長 兼 営業業務部長 

取締役 上席執行役員 

営業企画推進本部長 

兼 ロジスティックス部長 

 

大西 文和 
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２．執行役員の異動 （2023年 3月 1日付） 

 

 （職掌の変更） 

 

新役職名 現役職名 氏 名 

執行役員 

衣料・住関連事業部長 

執行役員 

衣料・住関連事業部長 

兼 ＦＣ事業運営部長 

 

源 健治 

 

執行役員 

テナント事業部長  

兼 飲食・サービス専門店部長 

執行役員 

テナント事業部長 

 

加藤 政文 

 

 

 

（新任執行役員） 

 

新役職名 現役職名 氏 名 

執行役員 

業務改善推進部長 
営業業務部長 

 

秦 エリ子 

 

執行役員 

生鮮食品事業部長 

生鮮食品事業部 

生鮮食品支援部長 

 

山本 英樹 

 

 

 

（退任執行役員） 

 

現役職名 氏 名 

上席執行役員 生鮮食品事業部長 河野 俊之 

執行役員 店舗開発部長 大園 文彦 
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３．一般人事 （2023年 3月 1日付） 

 

（フジ・リテイリング） 

 

新役職名 現役職名 氏 名 

生鮮食品事業部 

第二商品部長 
フジ古川店 店長 三上 和人 

生鮮食品事業部 

生鮮食品支援部長 
生鮮食品事業部 第二商品部長 越智 章次郎 

衣料・住関連事業部 

衣料・住関連支援部長 

フジグランエミフル松前 

衣料・住関連課長 
山崎 猛 

衣料・住関連事業部 

ＦＣ事業運営部長 

フジグラン丸亀 

衣料・住関連課長 
白井 孝 

テナント事業部 

小売専門店部長 
フジグラン宇部 店長 亀田 能史 

内部監査・コンプライアンス推進室長 
内部監査・コンプライアンス推進室 

エキスパート 
大西 謙一 

フジグランエミフル松前 店長 フジグランナタリー 店長 山崎 智博 

フジ本町店 店長 フジ宇和島店 店長 今村 光延 

フジ松江店 店長 フジ小郡店 店長 佐々木 孝 

フジ高岡店 店長 フジ須崎店 店長 成林 武彦 

フジ古川店 店長 フジ広見店 店長 酒井 崇光 

フジ藤原店 店長 フジ八幡浜店 店長 高橋 隆児 

フジ立花店 店長 
ロジスティックス部  

ロジスティックス課長 
大塚 龍平 

フジ南久米店 店長 フジグラン松山 食品課長 吉金 真一 

フジ砥部原町店 店長 フジ本町店 店長 加藤 忠晴 

フジ松前店 店長 フジ吉田店 店長 渡部 祐一 

フジ伊予店 店長 フジグラン尾道 店長 小西 和俊 

フジ本郷店 店長 フジ砥部原町店 店長 平松 拓也 

フジ内子店 店長 フジ藤原店 店長 横山 潔 

フジ八幡浜店 店長 フジ南久米店 店長 吉田 有希 
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フジ宇和店 店長 フジ内子店 店長 木谷 晃二 

フジ広見店 店長 フジ松江店 店長 野口 浩一 

フジ吉田店 店長 フジ桜井店 店長 松本 晃典 

フジ宇和島店 店長 フジ伊予店 店長 尾下 栄一 

フジグラン北島 店長 フジグラン葛島 店長 和左田 傑 

フジグラン葛島 店長 
フジグラン高知  

次長 兼 衣料・住関連課長 
河井 宏文 

フジ桜井店 店長 フジ熊野店 店長 井川 浩一 

フジ須崎店 店長 フジ立花店 店長 大江 光司 

フジグラン尾道 店長 フジ宇和店 店長 石上 寿恵 

フジグラン高陽 店長 フジグラン緑井 店長 磯邉 健次 

フジグラン緑井 店長 フジグランエミフル松前 店長 下瀬 健太郎 

フジグランナタリー 店長 
フジグラン神辺 

次長 兼 業務課長 
阿部 貢三 

フジ熊野店 店長 広島運営事業部 中国管理課 進藤 芳幸 

フジ古市店 店長 フジ松前店 店長 渡部 敬太 

フジ井口店 店長 フジ南岩国店 店長 藤元 忠雄 

フジグラン宇部 店長 人事総務部付 丹 史志 

フジ南岩国店 店長 フジ高岡店 店長 西岡 隆 

フジ小郡店 店長 フジ本郷店 店長 濵本 淳 

営業業務部 次長 フジグラン北島 店長 藤方 良淳 

ロジスティックス部 ロジスティックス課長 ロジスティックス部 エキスパート 谷 孝行 

人事総務部付 フジグラン高陽 店長 松岡 和成 

人事総務部付 フジ古市店 店長 尾﨑 広通 

商品事業本部 シニアエキスパート 上席執行役員 生鮮食品事業部長 河野 俊之 

河野 俊之は株式会社フジ・アグリフーズの代表取締役社長を兼務いたします。 

 



5 

 

（フジへの異動） 

 

新役職名 現役職名 氏 名 

フジ 人事総務部 

エキスパート（グループ人事政策担当） 

兼 フジ・リテイリング 

人事総務部 次長 兼 労務政策課長  

人事総務部 次長 兼 労務政策課長 中西 信将 

フジ 人事総務部 

エキスパート（採用・教育担当） 

兼 フジ・リテイリング 

人事総務部 人事課長 

人事総務部 人事課長 村岡 大輔 

フジ 人事総務部 

エキスパート（総務担当） 

兼 フジ・リテイリング 

人事総務部 総務課長 

人事総務部 総務課長 桝本 能仁 

フジ 財務・経理部 

チーフエキスパート（統合業務、フジ・ 

リテイリング財務・経理担当） 

兼 フジ・リテイリング 

財務部 次長 兼 財務管理課長 

財務部 次長 兼 財務管理課長 宮川 晃幸 

フジ 店舗開発部  

チーフエキスパート（四国開発担当） 

兼 フジ・リテイリング 

店舗開発部 四国開発課長 

店舗開発部 四国開発課長 織田 満人 

フジ 店舗開発部 

チーフエキスパート（中国開発担当） 

兼 フジ・リテイリング 

店舗開発部 中国開発課長 

店舗開発部 中国開発課長 大塔 英昭 

フジ 店舗開発部 

エキスパート（建設担当） 

兼 フジ・リテイリング 

店舗開発部 建築設計課長 

店舗開発部 建築設計課長 國田 勝裕 

フジ 店舗開発部 シニアエキスパート 執行役員 店舗開発部長 

 

大園 文彦 

 

フジ 経営企画部 

エキスパート（戦略担当） 

兼 フジ・リテイリング 

総合企画部 経営企画課長 

総合企画部 経営企画課長 柴野 哲寛 
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フジ 経営企画部 

エキスパート（関係会社担当） 

兼 フジ・リテイリング  

総合企画部 カンパニーズ戦略課長 

総合企画部 カンパニーズ戦略課長 西村 泰俊 

フジ デジタル推進部 

エキスパート（システム統合担当） 

兼 フジ・リテイリング  

情報システム部 システム開発課長 

情報システム部 システム開発課長 片山 一志 

フジ 広報・ＩＲ部 

 エキスパート（広報・ＩＲ担当） 

兼 フジ・リテイリング 

 総合企画部 広報秘書課長 

総合企画部 広報秘書課 

広報秘書係長 
小池 伸知 

 

 

４．主要な子会社の代表取締役の異動（2023年 3月 1日付） 

 

○株式会社フジ・スポーツ＆フィットネス 

 

新役職名 現役職名 氏 名 

代表取締役社長 取締役 古泉 有浩 

 代表取締役社長 谷尾 和幸 

古泉 有浩はフジ・ＴＳＵＴＡＹＡ・エンターテイメント株式会社の代表取締役社長を兼務いたします。 

現代表取締役社長の谷尾 和幸は、関係会社の監査役に就任予定です。 

 

 

○株式会社西南企画 

 

新役職名 現役職名 氏 名 

代表取締役社長  豊田 洋介 

取締役 代表取締役社長 辻 正道 

   豊田 洋介は株式会社フジの財務・経理部長ならびに株式会社フジ・リテイリングの取締役 上席執行役員 管理・ 

システム本部長 兼 人事総務部長 兼 財務部長ならびに株式会社サニーTSUBAKI代表取締役社長を兼務いたします。 

 

 

以 上 

 

 


