
２０１１年２月２１日 

イオンリテール株式会社 

 

 

組織改革について 

 

 

イオンリテール株式会社は、２０１０年１２月のイオンマルシェ株式会社に続き、本年

３月１日、株式会社マイカルを加え、２兆円を超える国内最大の売上規模を有する総合小

売企業として新たなスタートを切ります。 
 当社は、この「三社一体化」を機に、各地の「ジャスコ」、「サティ」の店名を「イオン」

に統一し「お客さま第一」という不変の理念のもと、より一層の地域密着経営を進めてま

いります。さらに、グループの経営資源を最大限に活用し、重複機能・組織の解消など、

経営の効率化を進めることで、全く新しい総合小売企業として成長を図ってまいります。 
 
この度の組織改革のポイントは以下の通りです。 

 
① 店舗を管轄する事業部・カンパニー（支社）の編成について、都府県を基本単位とし

た３２の事業部と、それを統括する８カンパニー制への再編により、店舗と事業部・

カンパニー間のコミュニケーションをさらに深め、現場に密着した営業支援体制を構

築する。 
② 地域との結びつきを強め、それぞれの地域の暮らしに密着した品揃え・サービスを充

実させるために、営業・商品に関するカンパニー組織の機能強化と経営における権限

委譲を進め、カンパニーの自律的な経営を実現する。 
③ ３社の本社・本部機能および商品部を統合し、重複機能の解消による組織効率化を図

るとともに、それぞれの強みを融合した新しい売場・サービス体制の構築を推進する。 
④ リカー、サイクルなど専門店化を推進する各商品部をそれぞれの商品本部から機能分

離し、独立組織として運営することで専門店化事業の成長を促進する。 
 

記 

 

１．機構改革（２月２１日付） 

① 三社一体化による、カンパニーと事業部の再編 
（＊後述「イオンリテール株式会社８カンパニー、３２事業部について」をご参照ください） 

・現行の４カンパニーを８カンパニーとし、その組織下に３２事業部（現行２７事業

部）を配置する。 
・各カンパニーの支社長下に、経営企画部を新設するとともに、開発本部から地域開

発部を移管する。 
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② 商品担当の新設と商品担当下の組織 
・衣料、食品、住居余暇、Ｈ＆ＢＣ各商品本部を統括する商品担当を新設する。 
・商品担当下にシニア商品政策部を新設する。 
・食品商品本部を食品商品企画本部に改称する。 
・各商品本部組織下のコーディネーターグループを企画部に改称する。 
・衣料商品本部組織下のショップ統括部をショップ事業統括部に改称する。 
・ショップ事業統括部の下にタウンエレガンス事業部（エスプリミュール事業部と一部 
のレディスのショップを統合）、ニミウス事業部、スポージアム事業部を新設する。 

・住居余暇商品本部組織下にデジタル統括部、Ｒ.Ｏ.Ｕ事業部を新設する。デジタル統

括部下には、ステーショナリー・家電商品部、イオンニューコム事業部を配置する。 
③ 事業創造担当下の組織 

・事業創造担当に、リカー商品部（現、食品商品本部下）、サイクル商品部（現、住居

余暇商品本部下）を移管する。 
・各カンパニーに事業創造担当マネージャーを配置し、専門店化を推進する。 

④ ＳＣ事業担当下の組織 
・ＳＣ事業担当下にＳＣ本部、ビブレ・フォーラス事業本部を新設する。 
・ＳＣ本部組織下に、各カンパニー別のＳＣ事業部を配置する。 
・ビブレ・フォーラス事業本部下に、フォーラス事業部を配置するとともに、ビブレ

事業部を新設する。 
⑤ 開発企画本部下の組織 

・開発本部を廃止し、開発企画本部を新設する。 
・開発企画本部下に開発計画部、企業開発部、不動産部を配置する。 

⑥ 建設本部下の組織 
・ディベロッパー企画本部を廃止し、建設本部を新設する。 

 ・建設本部下に建設部、店舗企画部を配置する。                  
⑦ ＤＳ事業本部組織下にザ・ビッグ事業部を新設する。 

⑧ 人事・総務担当下の組織 

・人事担当を廃止し、人事・総務担当兼リスクマネジメント担当を新設する。 

・総務部を営業担当下より移管する。 

⑨ 業態開発プロジェクトチームを新設する。 
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＊）イオンリテール株式会社８カンパニー、３２事業部について 

カンパニー名称 
支社長名 

（*印は新任）
事業部 

東北カンパニー 大山 英佳 
青森岩手事業部・秋田事業部・宮城事業部・

山形福島事業部 

北関東カンパニー *岩月 利夫
茨城事業部・栃木群馬事業部・東埼玉事業部・

西埼玉事業部     

南関東カンパニー *高橋 正晴
千葉事業部・ベイエリア事業部・東京山梨事

業部・東神奈川事業部・西神奈川事業部 

北陸信越カンパニー *濱田 和成 長野事業部・新潟事業部・北陸事業部 

東海カンパニー *堀江 泰文
三河事業部・名古屋事業部・名岐事業部・ 

北三重事業部・南三重事業部・静岡事業部  

東近畿カンパニー *樽井  仁 京滋事業部・奈良事業部  

西近畿カンパニー *伊塚 義広
北大阪事業部・南大阪事業部・阪神事業部・

兵庫事業部       

中四国カンパニー *末次 綱三
香川岡山事業部・山陰事業部・広島山口事業

部・愛媛高知事業部   
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２．取締役・執行役員異動（２月２１日付） 

＊「Ｃ」はカンパニー、「Ｊ」はジャスコの略です。３月１日に「ジャスコ」、「サティ」は

店名を「イオン」に統一します。 

 

［営業担当組織下］ 
 【新職】 【現職】 【変更なし】 【氏名】 

西近畿Ｃ支社長 西日本Ｃ支社長 取締役兼常務執行役員 伊塚  義広

南関東Ｃ支社長 関東Ｃ支社長 執行役員 高橋  正晴

 

［商品担当組織下］ 
【新職】 【現職】 【変更なし】 【氏名】 

食品商品企画本部長 食品商品本部長 執行役員 鈴木  芳知

Ｈ＆ＢＣ商品本部長 
兼企画部長 

Ｈ＆ＢＣ商品本部長 執行役員 新谷   励

 

３．一般人事（２月２１日付） 

［営業担当組織下］ 
【新職】 【現職】 【氏名】 

（本社） 

営業企画本部長 衣料商品本部 坂本   潤

お客さまサービス部長 
（3/1 よりイオン㈱グループお客さま 
サービス責任者との兼任） 

㈱マイカル ＣＳＲ本部長 金丸  治子

（東北Ｃ） 

秋田事業部長 秋田・山形事業部長 横山  昭彦

宮城事業部長 栃木・群馬事業部長 渡辺  章夫

山形福島事業部長 ㈱マイカル 東北営業部長 吉田   弘

東北Ｃ経営企画部長 Ｊ仙台幸町店長 打田  智美

東北Ｃ営業企画部長 Ｊ銚子店長 脇坂  泰則

東北Ｃ総務部長 ㈱マイカル 東日本管理部長 佐藤  義之

東北Ｃ食品商品部長 デイリー商品部長 岸   孝司

 【新職】 【現職】 【変更なし】 【氏名】 

人事・総務担当兼リスク

マネジメント担当 
人事担当 取締役兼常務執行役員 鴫田  英志

開発企画本部長 開発本部長 執行役員 口廣   守

業態開発プロジェクト

チームリーダー 
衣料商品本部長 執行役員 山田  彦夫

商品担当 中部Ｃ支社長 執行役員 星野  三郎
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【新職】 【現職】 【氏名】 

東北Ｃ店舗開発部長 開発本部 小山  隆男

Ｊ石巻店長（3/1よりイオン石巻店長） ㈱マイカル 東北食品部長 奥村  博司

Ｊ仙台幸町店長 

（3/1よりイオン仙台幸町店長） 
㈱マイカル 草津サティ店長 松舘  正恵

（北関東Ｃ） 

北関東Ｃ支社長 
㈱マイカル 取締役 

東日本事業本部長 
岩月  利夫

栃木群馬事業部長 Ｊ石巻店長 森山  雅彦

東埼玉事業部長 埼玉事業部長 師井  昭造

西埼玉事業部長 ㈱マイカル 関越営業部長 浅井   弥一

北関東Ｃ経営企画部長 ㈱マイカル コントロール部長 本間  三男

北関東Ｃ営業企画部長 Ｊ東雲店長 川瀬  裕正

北関東Ｃ総務部長 マルシェ事業部 杉山   守

北関東Ｃ人事教育部長 人事担当付 服部  春樹

北関東Ｃ衣料商品部長 
㈱マイカル 

東日本衣料服飾ＳＶ部長 
岡風呂 秀樹

北関東Ｃ食品商品部長 グロッサリー商品部長 久保田  修

北関東Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 ㈱マイカル 東日本住生活ＳＶ部長 川口  弘芳

北関東Ｃ店舗開発部長 関東開発部 佐藤  正一

Ｊ佐野新都市店長 

（3/1よりイオン佐野新都市店長） 
㈱マイカル 服飾商品部長 吉富 久仁子

（南関東Ｃ） 

ベイエリア事業部長 西播事業部長 内堀  壽典

東京山梨事業部長 東京事業部長 綱川  幸伸

東神奈川事業部長 ㈱マイカル 西関東営業部長 神戸  一明

西神奈川事業部長 神奈川事業部長 南    望

南関東Ｃ経営企画部長 Ｊむさし村山店長 大野  惠司

南関東Ｃ営業企画部長 長野事業部長 日下  知明

南関東Ｃ総務部長 関東Ｃ総務部長 笹川  恭広

南関東Ｃ人事教育部長 関東Ｃ人事教育部長 岡本  正彦

南関東Ｃ衣料商品部長 関東Ｃ衣料商品部長 安藤  一彦

南関東Ｃ食品商品部長 ㈱マイカル 食品統括部長 圓地  雄吉

南関東Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 関東Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 福原 多賀志

南関東Ｃ店舗開発部長 関東開発部 兼古   剛

Ｊ東雲店長（3/1よりイオン東雲店長） イオン㈱出向 小倉  通彰

（北陸信越Ｃ） 

北陸信越Ｃ支社長 
イオン㈱出向 

ＧＭＳ事業戦略チームリーダー 
濱田  和成
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【新職】 【現職】 【氏名】 

長野事業部長 Ｊ大日店長 佐方  圭二

北陸事業部長 ㈱マイカル 中部北陸営業部長 近藤  健一

北陸信越Ｃ経営企画部長 Ｊかほく店長 村瀬   治

北陸信越Ｃ営業企画部長 マルシェ事業部  川村   明

北陸信越Ｃ総務部長 関東Ｃ支社長付 大坂  弘之

北陸信越Ｃ人事教育部長 ㈱マイカル 御経塚サティ店長 尾崎  秀樹

北陸信越Ｃ衣料商品部長 レディス商品部長 藤田   勲

北陸信越Ｃ食品商品部長 関東Ｃ食品商品部長 梅津  雅浩

北陸信越Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 住居余暇商品本部 川久保 雅信

北陸信越Ｃ店舗開発部長 中部開発部 保富  俊二

Ｊかほく店長 

（3/1よりイオンかほく店長） 
Ｊ浜松市野店長 湊   博昭

（東海Ｃ） 

東海Ｃ支社長 ㈱マイカル 取締役サティ営業担当 堀江  泰文

北三重事業部長 北勢事業部長 大前  一也

南三重事業部長 Ｊナゴヤドーム前店長 丸田   茂

東海Ｃ経営企画部長 中部Ｃ支社長付 谷   雅勝

東海Ｃ営業企画部長 Ｊ各務原店長 羽牟  秀幸

東海Ｃ総務部長 中部Ｃ総務部長 渡部  和仲

東海Ｃ人事教育部長 中部Ｃ人事教育部長 三津井   洋

東海Ｃ衣料商品部長 商品政策部長 水島  吉章

東海Ｃ食品商品部長 中部Ｃ食品商品部長 西原  義隆

東海Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 中部Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 大谷  哲也

東海Ｃ店舗開発部長 中部開発部長 田村  茂樹

Ｊ浜松市野店長 

（3/1 よりイオン浜松市野店長） 

㈱マイカル 

子供ファッション商品部長 
篠原  啓示

Ｊ各務原店長 

（3/1 よりイオン各務原店長） 

㈱マイカル 

ホビーカルチャー商品部長 
南部  裕一

（東近畿Ｃ） 

東近畿Ｃ支社長 ㈱マイカル 取締役商品担当 樽井   仁

京滋事業部長 京阪事業部長 田中   博

奈良事業部長 奈良・伊賀事業部長 若山   昇

東近畿Ｃ経営企画部長 ㈱マイカル 総合企画室長 加藤  英俊

東近畿Ｃ営業企画部長 中南勢事業部長 菊地  仁康

東近畿Ｃ総務部長 ㈱マイカル 総務部長 竹内  幹直

東近畿Ｃ人事教育部長 Ｊ姫路リバーシティー店長 細田  昌幸

東近畿Ｃ衣料商品部長 ㈱マイカル ホームインナー商品部長 桂   洋一
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【新職】 【現職】 【氏名】 

東近畿Ｃ食品商品部長 ㈱マイカル 近畿食品部長 安藤   卓

東近畿Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 西日本Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 國方  義博

東近畿Ｃ店舗開発部長 
（西近畿Ｃ店舗開発部長兼任） 西日本開発部長 加地  明彦

Ｊ橿原店長（3/1 よりイオン橿原店長） ㈱マイカル 販売企画部長 南部  一平

草津サティ店長（3/1 よりイオン草津店長） Ｊ佐野新都市店長 伊勢  秀人

（西近畿Ｃ） 

北大阪事業部長 ㈱マイカル 取締役人事総務本部長 岩橋  哲郎

南大阪事業部長 阪和事業部長 山地   隆

兵庫事業部長 ㈱マイカル 住生活統括部長 米谷  元宏

西近畿Ｃ経営企画部長 山陽事業部長 山本   実

西近畿Ｃ営業企画部長 ㈱マイカル 営業企画本部長 真野  活寿

西近畿Ｃ総務部長 西日本Ｃ総務部長 岡邊  章久

西近畿Ｃ人事教育部長 ㈱マイカル人事部長 原   広基

西近畿Ｃ衣料商品部長 メンズ商品部長 木山   裕

西近畿Ｃ食品商品部長 西日本Ｃ食品商品部長 岡田  俊美

西近畿Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 ㈱マイカル 西日本住生活ＳＶ部長 大西   勝

西近畿Ｃ店舗開発部長（東近畿Ｃ店舗開

発部長兼任） 西日本開発部長 加地  明彦

Ｊ大日店長（3/1よりイオン大日店長） スーパーセンター事業部長 川谷  昭彦

Ｊ姫路リバーシティー店長 

（3/1よりイオン姫路リバーシティー店長）
㈱マイカル 西日本営業企画部長 永田  柳二

（中四国Ｃ） 

中四国Ｃ支社長 マルシェ事業部長 末次  綱三

香川岡山事業部長 永旺商業有限公司 総経理 
兼イオン㈱中国副代表 石井  和正

広島山口事業部長 ㈱マイカル 中四国営業部長 竹本   肇

山陰事業部長 ㈱マイカル 東近畿営業部長 小川  政郎

愛媛高知事業部長 四国事業部長 石谷  修司

中四国Ｃ経営企画部長 北陸事業部長 田村   光

中四国Ｃ営業企画部長 西日本Ｃ営業企画部長 北   佳史

中四国Ｃ総務部長 ㈱マイカル 西日本管理部長 春名  克紀

中四国Ｃ人事教育部長 西日本Ｃ人事教育部長 田中  恒星

中四国Ｃ衣料商品部長 西日本Ｃ衣料商品部長 堀内  新吾

中四国Ｃ食品商品部長 農産商品部長 渡辺  泰宏

中四国Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 イオントップバリュ㈱出向 住居余

暇・Ｈ＆ＢＣ商品企画開発部長 宮瀬  浩至

中四国Ｃ店舗開発部長 西日本開発部 中島  裕文



 8

［商品担当組織下］ 
 【新職】 【現職】 【氏名】 

衣料商品本部長 
㈱マイカル 取締役 

衣料服飾統括部長 
飯田  和行 

商品政策部長 ㈱マイカル 商品戦略部長 積山  敏也

シニア商品政策部長 中部Ｃ衣料商品部長 津曲  早己

レディス商品部長 イオン㈱出向 本間   浩

キッズ商品部長 ㈱マイカル 西日本衣料服飾ＳＶ部長 石岡  公治

メンズ商品部長 ㈱マイカル  
衣料服飾コーディネーター部長 辰巳   聡

ショップ事業統括部長 ショップ統括部長 美奈井  雄

ショップ事業統括部 商品企画部長 ショップ部長 土田  幸一

タウンエレガンス事業部長 エスプリミュール事業部長 澤井   哲雄

スポージアム事業部長 ㈱マイカル スポーツ商品部長 後藤  一志

ニミウス事業部長 ㈱マイカル  
ニミウス営業部長兼商品部長 滝本  純一

衣料商品本部企画部長 衣料商品本部 荒武   晃

グロッサリー商品部長 ㈱マイカル グロサリー商品部長 江口  正芳

デイリー商品部長 ㈱マイカル 
食品コーディネーター部長 藤田   潔

農産商品部長 関東Ｃ食品商品部 室井  英男

食品商品企画本部企画部長 食品商品本部 石川  元明

住居余暇商品本部企画部長 住居余暇商品本部 齊藤  岳彦

住居余暇商品本部デジタル統括部長

兼イオンニューコム事業部長 イオンニューコム事業部長 橋本  昌一

住居余暇商品本部Ｒ.Ｏ.Ｕ事業部長 住居余暇商品本部 廣瀬  清剛

 

［事業創造担当組織下］ 
 【新職】 【現職】 【氏名】 

事業創造北関東Ｇマネージャー ㈱マイカル 東関東営業部長 谷山  雅生

事業創造東海Ｇマネージャー 中部Ｃ支社長付 小田  俊一

事業創造東近畿Ｇマネージャー Ｊ橿原店長 西岡  英彰

事業創造西近畿Ｇマネージャー ㈱マイカル デイリー商品部長 松平  知志

事業創造中四国Ｇマネージャー 中部Ｃ営業企画部長 高橋 由紀夫

 

［エリア政策推進担当組織下］ 
 【新職】 【現職】 【氏名】 

北関東エリア政策推進チームリーダー 関東エリア政策推進チームリーダー 赤木   博

南関東エリア政策推進チームリーダー 東北Ｃ営業企画部長 守屋  正昭

北陸信越エリア政策推進チームリーダー イオンライフ事業部 木戸  一也

東海エリア政策推進チームリーダー 中部エリア政策推進チームリーダー 川上  雅義
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【新職】 【現職】 【氏名】 

東近畿エリア政策推進チームリーダー 西日本エリア政策推進チームリーダー 荒木  茂和

西近畿エリア政策推進チームリーダー ㈱マイカル 環境社会貢献部長 山本  忠寛

中四国エリア政策推進チームリーダー ＤＳ商品本部食品ＳＶ部長 玉谷  幹夫

 

［ＤＳ事業本部組織下］ 
 【新職】 【現職】 【氏名】 

メガマート事業部長 
兼スーパーセンター事業部長 メガマート事業部長 東尾  啓央

ザ・ビッグ事業部長 関東Ｃ支社長付 城   佳史

 

［ＳＣ事業担当組織下］ 

 【新職】 【現職】 【氏名】 

ＳＣ事業担当 レイクタウン事業部長 合田  正典

ＳＣ本部長 ㈱マイカル  
取締役デベロッパー本部長 増本  秋男

ビブレ・フォーラス事業本部長 
兼フォーラス事業部長 フォーラス事業部長 山崎  満寿

ビブレ事業部長 ㈱マイカル  
取締役ビブレ事業本部長 冨村  義生

北関東事業部長 イオン綾川ＳＣモールマネージャー 片倉  信明

南関東事業部長 関東事業部長 植田   晃

北陸信越事業部長 ㈱マイカル 東日本リーシング部長 森本  典彦

東海事業部長 中部事業部長 尺長  章司

東近畿事業部長 ㈱マイカル リーシング部長 高橋  昇治

西近畿事業部長 四国事業部長 恒田   満

中四国事業部長 西日本事業部長 山内   肇

レイクタウン事業部長 イオン土浦ＳＣモールマネージャー 井上  和行

 

［建設本部組織下］ 
 【新職】 【現職】 【氏名】 

建設本部長 ディベロッパー企画本部長 清水   明

店舗企画部長 建設部 日下  雅之

 

［開発企画本部組織下］ 
 【新職】 【現職】 【氏名】 

不動産部長 不動産部 川野  範和

 

 

以 上 


