
２０１０年３月１５日 

イオンリテール株式会社 

 

 

機構改革および人事異動について 

 

 

イオンリテール株式会社は下記の通り、機構改革および人事異動を実施いたしますので

ご案内申し上げます。 

 
 

記 
 
 
１．機構改革（３月１４日付） 

・ 事業創造担当を新設する。その組織下に、事業創造政策チームを新設する。 

・  商品担当を廃止し、商品担当下の組織を社長直轄とする。 

・ 食品・デリカ商品本部下の生鮮商品部を廃止し、農産商品部、水産商品部、畜産商品部

を新設する。 

・ 衣料商品本部下のキッズ商品統括部を廃止する。 

・ エリア政策推進チームを東北カンパニー・関東カンパニー・中部カンパニー・西日本 

カンパニーに新設する。 

・ 商品担当下のイオンライフ事業部を営業担当下に移管する。  

・  人事・総務担当下の採用部を人事部に統合する。 

 

２．役員人事（３月１４日付） 

【新職】 【現職・変更なし】 【氏名】 

事業創造担当 取締役副社長 岡内 祐一郎 
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３．一般人事（３月１４日付） 

［営業担当下］  ＊店舗のＪはジャスコの略 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜東北カンパニー＞ 

秋田・山形事業部長 Ｊ登美ヶ丘店長 横山 昭彦 

Ｊつがる柏店長 Ｊ酒田南店長 河内 元雄 

Ｊ下田店長 ㈱マイカル出向 大石 幸治 

Ｊ江刺店長 Ｊ中仙店 市川 裕記 

Ｊ江釣子店長 Ｊ江刺店長 木村 賢一 

Ｊ盛岡店長 東北カンパニー営業企画部 塙  義明 

Ｊ大曲店長 Ｊ土崎港店長 藤田 祥子 

Ｊ土崎港店長 ㈱マイカル 川澄 幹浩 

Ｊ仙台中山店長 営業担当付 佐藤  大 

Ｊ多賀城店長 Ｊ大垣店 北野 牧人 

Ｊ船岡店長 Ｊ江釣子店長 中  精也 

Ｊ酒田南店長 東北カンパニー人事教育部 畑中 敦伸 

Ｊ山形南店長 イオンマルシェ㈱出向 加藤 浩之 

東北カンパニー衣料商品部長 衣料商品本部 深津 好信 

東北カンパニー食品商品部長 東北カンパニー支社長付 樋口 英司 

東北カンパニー 

エリア政策推進チームリーダー 

本社 

エリア政策推進チームリーダー 
高橋 孝紀 

＜関東カンパニー＞ 

茨城事業部長 関東カンパニー支社長付 鈴木 新樹 

千葉事業部長 長野事業部長 万月 雅明 

Ｊ下市店長 イオン㈱出向 宮  義範 

Ｊ浦和美園店長 Ｊ東雲店長 土井 義昭 

Ｊ大宮店長 Ｊ南陽店長 森   敏 

Ｊ川口店長 ㈱マイカル出向 村松 秀喜 

Ｊ北戸田店長 ㈱ダイエー出向 岡井 慎一 

Ｊ与野店長 ホームファッション商品部長 伊佐 研一 

Ｊレイクタウン店長 Ｊ北戸田店長 青柳 正一 

Ｊ旭店長 Ｊ川口前川店 石井 教裕 

Ｊ大網白里店長 Ｊむさし村山店 長谷部 寛 

Ｊ館山店長 Ｊ津田沼店 山元 環樹 

Ｊノア店長 Ｊ村上東店長 本村  努 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

Ｊ富津店長 ㈱マイカル出向 稲垣 稔哉 

Ｊ品川シーサイド店長 Ｊ岡崎南店長 大坂 弘之 

Ｊ東雲店長 Ｊ上越店長 川瀬 裕正 

Ｊ茅ヶ崎店長 ㈱ダイエー出向 船場 琢三 

Ｊ秦野店長 Ｊノア店長 工藤 一実 

Ｊ新発田店長 ㈱ダイエー 玉木 和彦 

Ｊ上越店長 Ｊ勝田店長 今野  修 

Ｊ新潟南店長 Ｊ東浦店長 萩本  学 

Ｊ村上東店長 Ｊ久里浜店 大友 大助 

ザ・ビッグ昭島店長 ザ・ビッグ昭島店 伊藤 竜也 

関東カンパニー衣料商品部長 Ｊ熱田店長 安藤 一彦 

関東カンパニー総務部長 総務部次長 笹川 恭広 

関東カンパニー 

エリア政策推進チームリーダー 
Ｊ秦野店長 高橋  晋 

＜中部カンパニー＞ 

名古屋事業部長 Ｊレイクタウン店長 北田  稔 

長野事業部長 西日本カンパニー営業企画部長 日下 知明 

Ｊ高岡店長 Ｊ田原店長 久野 千代子 

Ｊ高岡南店長 ㈱ダイエー 赤木  朗 

Ｊ松任店長 Ｊ新洲本店長 遠藤 英紀 

Ｊ箕輪店長 営業担当付 中島 和彦 

Ｊ袋井店長 Ｊ高橋店長 八木 裕之 

Ｊ焼津店長 ㈱ダイエー出向 飯田 篤司 

Ｊ熱田店長 山陽事業部長 長岡 雅彦 

Ｊ岡崎南店長 Ｊ新潟南店長 秋山 哲朗 

Ｊ瀬戸みずの店長 ㈱ダイエー出向 山田 正博 

Ｊ高橋店長 Ｊ阿児店長 沖  剛一 

Ｊ田原店長 Ｊ岡崎南店 不退 隆之 

Ｊ豊橋南店長 Ｊ高岡南店長 鈴木  孝 

Ｊ南陽店長 ㈱マイカル 尾川 博信 

Ｊ東浦店長 Ｊ仙台中山店長 平  光一 

Ｊ扶桑店長 Ｊ瀬戸みずの店長 桂川 まゆみ 

Ｊワンダーシティ店長 西日本カンパニー食品商品部長 谷口 嘉男 

Ｊ阿児店長 Ｊ袋井店長 河合 一秀 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

Ｊ鳥羽店長 中部カンパニー食品商品部 足名 大輔 

Ｊ久居店長 Ｊ鳥羽店長 楠田 直孝 

中部カンパニー食品商品部長 中部カンパニー食品商品部 西原 義隆 

中部カンパニー 

エリア政策推進チームリーダー 
中部カンパニー支社長付 川上 雅義 

＜西日本カンパニー＞ 

阪和事業部長 Ｊワンダーシティ店長 山地  隆 

京阪事業部長 山陰事業部長 田中  博 

阪神事業部長 西日本カンパニー総務部長 山路 泰之 

山陽事業部長 千葉事業部長 山本  実 

山陰事業部長 Ｊ大日店長 柏  成輝 

Ｊ京都五条店長 ㈱マイカル出向 福江  潔 

Ｊ登美ヶ丘店長 ㈱ダイエー出向 橘  賢一 

Ｊ奈良店長 Ｊ京都五条店長 広崎 理久 

Ｊ新名張店長 ㈱マイカル出向 秋川 安宏 

Ｊ堺北花田店長 ㈱ダイエー 丸山 篤司 

Ｊ大日店長 Ｊ堺北花田店長 佐方 圭二 

Ｊ寝屋川店長 Ｊつくしが丘店長 横倉 実可 

Ｊ猪名川店長 Ｊ浦和美園店長 黒川  徹 

Ｊ神戸北店長 ㈱ダイエー 淡路 基起 

Ｊ新洲本店長 Ｊ寝屋川店長 坪倉 伸江 

Ｊつくしが丘店長 西日本カンパニー営業企画部 小畑 広和 

Ｊ南淡路店長 Ｊ日吉津店 平石 正憲 

Ｊ姫路大津店長 ㈱ダイエー出向 門澤  昇 

Ｊ山崎店長 Ｊ大日店 高畑 正範 

Ｊ和田山店長 レディス商品部 氏家 重之 

Ｊイオン倉敷店長 Ｊ津山店長 久野  朗 

Ｊ津山店長 Ｊ新名張店長 垣内 敏明 

Ｊ出雲店長 Ｊ広店長 内海  敏 

Ｊ広店長 Ｊ奈良店 松本 靖弘 

Ｊ高松店長 Ｊ出雲店長 田中 忠仁 

Ｊ川之江店長 イオンマルシェ㈱出向 藤江  隆 

西日本カンパニー食品商品部長 中部カンパニー食品商品部長 岡田 俊美 

西日本カンパニー営業企画部長 Ｊ神戸北店長 北  佳史 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 
西日本カンパニー総務部長 関東カンパニー総務部長 岡邊 章久 

西日本カンパニー 

エリア政策推進チームリーダー 
㈱マイカル出向 荒木 茂和 

 

［スーパーセンター事業部］＊店舗のＳｕＣはスーパーセンターの略 

【新職】 【旧職】 【氏名】 
イオンＳｕＣ真岡店長 Ｊ南淡路店長 細井 砂男 

イオンＳｕＣ弥富店長 住居余暇商品部 松本  明 

 

［本社］ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 
事業創造政策チームリーダー イオン㈱出向 柴田 祐司 

商品政策部長 衣料商品本部中小型店商品部長 水島 吉章 

衣料商品本部中小型店商品部長 キッズ商品統括部長 井ノ口 幸紀 

衣料商品本部中小型店商品部 

企画リーダー 
商品政策部長 中元 靖明 

農産商品部長 生鮮商品部 渡辺 泰宏 

畜産商品部長 生鮮商品部 石川 元明 

水産商品部長 生鮮商品部 松本 金蔵 

ホームファッション商品部長 住居余暇商品本部 檜皮 淳一 

ノンフーズ・ヘルス商品部長 関東カンパニー支社長付 市村 賢次 

 

［出向］ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 
㈱ダイエー Ｊつがる柏店長 入江 信行 

㈱ダイエー Ｊ新発田店長 白石 正実 

㈱ダイエー Ｊ姫路大津店長 藤原 秀作 

㈱ダイエー Ｊ山崎店長 杉原 博文 

㈱マイカル Ｊ山形南店長 高菱 秀一 

㈱マイカル Ｊ奈良店長 谷口  広 

イオンスーパーセンター㈱ Ｊ旭店長 松富 高志 

イオンベーカリーシステム㈱ Ｊ扶桑店長 村上 仲男 

 

以上 


