
２０１１年３月７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 

 

 

当社は、下記のとお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７日付） 

営業企画本部組織下のネット推進部を営業担当直下とする。 

 

２．一般人事（３月７日付） 

＊ Ｃはカンパニー、ＭＶはマックスバリュ、ＳＣはショッピングセンターの略です。 

［営業担当組織下］ 
 【新職】 【旧職】 【氏名】 

（本社） 

ストアオペレーション部長 東北Ｃ人事教育部長 青柳  英樹

ネット推進部長 ストアオペレーション部長 森永  和也

（東北Ｃ） 

東北Ｃ衣料商品部長 キッズ商品部 小林  和郎

東北Ｃ人事教育部長 
㈱マイカル  

ストアオペレーション部長 
楯   昌樹

イオン江刺店長 イオン御所野店 大泉  拓史

イオン盛岡南店長 イオン常陸大宮店長 鯉淵 豊太郎

イオン秋田中央店長 イオン三川店長 永松  芳孝

イオン能代店長 イオンラブラ万代店長 河股  良行

イオン横手店長 イオン多賀城店 和久井 恒男

イオン船岡店長 イオン江刺店長 市川  裕記

イオン利府店長 イオン天王町店長 青山   裕

イオン山形北店長 イオン古河店長 押田  一彦

イオン三川店長 イオン稲毛店 木村  誠嗣

イオンいわき店長 イオン能代店長 大矢  正弘

イオン白河西郷店長 イオン北小金店長 山本 富士夫

イオン相馬店長 イオン横手店長 亀野  岳志
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 【新職】 【旧職】 【氏名】 

（北関東Ｃ） 

イオン笠間店長 イオン仙台幸町店 渡邊  賢司

イオン古河店長 イオン船岡店長 中   精也

イオン東海店長 イオン橋本店 酒井  恒彰

イオン常陸大宮店長 イオン小山店 江上  大生

イオン栃木店長 イオン秋田中央店長 城   尚昭

イオン大井店長 イオン北海道㈱ イオン釧路店長 岡田  信幸

イオン川口前川店長 イオン柏店長 飯塚  公一

イオン太田店長 イオン大井店長 松本  賢治

（南関東Ｃ） 

イオン柏店長 ㈱マイカル 東日本営業企画部長 井奥  智樹

イオン鴨川店長 イオン久里浜店 畑中  裕人

イオン北小金店長 イオン柳津店長 内田  孝徳

イオン高根木戸店長 イオンスーパーセンター津河芸店長 永田  義広

イオン千葉ニュータウン店長 イオン豊川店長 林   義博

イオン銚子店長 イオン御嶽山駅前店長 橋本  幸久

イオン東金店長 イオン八街店 小川  明義

イオンノア店長 イオン高根木戸店長 桑江  達也

イオン富津店長 イオン尾道店長 牛山  長博

イオン御嶽山駅前店長 イオン津田沼店 塚本   央

イオンむさし村山店長 イオン盛岡南店長 三浦  秀基

イオン厚木店長 イオン鴨川店長 伊藤  和巳

イオン天王町店長 ＭＶ新船橋店長 奥   盛宏

イオン東神奈川店長 南関東Ｃ食品商品部 坂本   剛

（北陸信越Ｃ） 

イオン小千谷店長 イオンレイクタウン店 坂本   憲

イオン新潟東店長 イオン北海道㈱ イオン釧路昭和店長 佐々木  肇

イオンラブラ万代店長 イオン浦和美園店 山田  裕之

イオン砺波店長 イオン大久保店長 井上  浩二

イオン御経塚店長 イオン中野店長 俵   正治

イオン金沢店長 イオン半田店長 山尾  龍司

イオン杜の里店長 ㈱光洋 ＭＶ平野駅前店長 大栗  俊之

イオン飯田アップルロード店長 イオン岐阜店 松井  俊博

イオン中野店長 イオン東神奈川店長 鈴木 由紀子
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 【新職】 【旧職】 【氏名】 

（東海Ｃ） 

イオン柳津店長 イオン新瑞橋店 佐々木 文夫

イオン清水店長 ㈱マイカル 関東食品部長 浅沼  信和

イオン浜松西店長 イオン㈱ 出向 廣橋  義徳

イオン大高店長 北陸信越Ｃ食品商品部 外山 喜久雄

イオン春日井店長 イオン白河西郷店長 宮尾  忠志

イオン田原店長 イオン浜松志都呂店 佐藤  貴也

イオン豊川店長 イオン東海店長 山田  美知

イオンナゴヤドーム前店長 イオンりんくう泉南店長 河本  吉幸

イオン南陽店長 イオン田原店長 不退  隆之

イオン半田店長 イオン草津店 横矢  孝治

イオン八事店長 ㈱マイカル ＣＳ推進部長 安達  承眞

イオン桑名店長 イオン杜の里店長 村木  幸江

イオン鈴鹿ベルシティ店長 イオン南陽店長 尾川  博信

イオン大安店長 イオン飯田アップルロード店長 前本   実

イオン津店長 イオン大安店長 大嶋  敬彦

（東近畿Ｃ） 

イオン大久保店長 ㈱光洋 ＭＶ難波湊町店長 山田  孝進

イオン亀岡店長 イオン大和郡山店 植田  卓也

イオン五條店長 イオン日吉津店 新谷  修弘

イオン桜井店長 ㈱光洋 ＭＶ淀川三国店長 森本  悦夫

（西近畿Ｃ） 

イオン茨木店長 イオン川口前川店長 千賀  孝俊

イオン喜連瓜破駅前店長 ㈱マイカル 畜産商品部長 中谷  友希

イオン光明池店長 イオン山崎店長 高畑  正範

イオン寝屋川店長 イオン金沢店長 亀山  裕通

イオン枚方店長 イオンつくしが丘店長 小畑  広和

イオンりんくう泉南店長 イオン喜連瓜破駅前店長 乾   洋一

イオンジェームス山店長 イオン寝屋川店長 横倉  実可

イオンつくしが丘店長 イオン加西北条店 福西  広和

イオン三木青山店長 ㈱光洋 ＭＶ膳所店長 森   淳二

イオン南淡路店長 イオン大日店 林   慎也

イオン山崎店長 イオン南淡路店長 平石  正憲

（中四国Ｃ） 

イオン津ノ井店長 イオン高松店 小西  則夫

イオン鳥取店長 イオン亀岡店長 松木  一朗

イオン菅田店長 イオン津ノ井店長 村尾  嘉秀

イオン尾道店長 イオン綾川店 中野  公現

イオン三原店長 イオンスーパーセンター㈱ 
イオンスーパーセンター本荘店長 川西  一機
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 【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン防府店長 イオン広島府中店 肥野  純子

イオン安岡店長 イオン五條店長 指谷  茂巳

イオン高松店長 イオン富津店長 稲垣  稔哉

イオン高知店長 イオン防府店長 溝手  秀明

 

［ＳＣ事業担当組織下］ 
 【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン大曲ＳＣモールマネージャー イオン鳥取北ＳＣ 
モールマネージャー 横井  康秀

イオン土浦ＳＣモールマネージャー イオン津田沼ＳＣ 
モールマネージャー 村田   敬

ゆみーる鎌取ＳＣモールマネージャー ＳＣ本部 小原  憲一

イオンマリンピア専門館モールマネー

ジャー兼イオン津田沼ＳＣモールマネ

ージャー 

イオンマリンピア専門館 
モールマネージャー 中河  昇男

イオン板橋ＳＣモールマネージャー ＳＣ本部 集治  新二

イオン海老名ＳＣモールマネージャー イオン相模原店 堀   秀彦

イオン相模原ＳＣモールマネージャー イオン浜松西店長 藤井  宏隆

イオン秦野ＳＣモールマネージャー イオン姫路大津ＳＣ 
モールマネージャー 大山   馨

イオン新潟南ＳＣモールマネージャー イオン各務原ＳＣ 
モールマネージャー 中野  茂樹

イオン各務原ＳＣモールマネージャー ＳＣ本部 加藤  洋介

イオン春日井ＳＣモールマネージャー イオン春日井店長 阪本  正巳

イオン名古屋みなとベイシティ 
モールマネージャー ＳＣ本部 岡田  拓也

イオン桑名ＳＣモールマネージャー ㈱マイカル マイカル桑名支配人 樽井  敏之

イオン津ＳＣモールマネージャー ㈱マイカル 西日本リーシング部 渡邉    誠

イオン近江八幡ＳＣ 
モールマネージャー 

イオン豊中緑丘ＳＣ 
モールマネージャー 長沢  孝二

イオン久御山ＳＣモールマネージャー ＳＣ本部 森田  弘史

イオン洛南ＳＣモールマネージャー イオン洛南店 小堀  久士

イオン高の原ＳＣモールマネージャー リーシング本部 岡崎  倉土

イオン茨木ＳＣモールマネージャー ㈱マイカル マイカル茨木支配人 内田  雅夫

イオン明石ＳＣモールマネージャー イオン北海道㈱ イオン札幌発寒

ＳＣモールマネージャー 黒宮   浩

イオン姫路大津ＳＣ 
モールマネージャー ＳＣ本部 石本  康二
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 【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン鳥取北ＳＣモールマネージャー イオン高松店長 田中  忠仁

イオン日吉津ＳＣモールマネージャー イオン名古屋みなとベイシティ 
モールマネージャー 両角  友裕

イオン松江ＳＣモールマネージャー イオン姫路リバーシティーＳＣ 森山  正敏

イオン綾川ＳＣモールマネージャー イオン日吉津ＳＣ 
モールマネージャー 井谷  光彦

イオン八幡東ＳＣモールマネージャー ＳＣ本部 河野   学

 

［事業創造担当組織下］ 
 【新職】 【旧職】 【氏名】 

事業創造東北Ｇマネージャー イオン山形北店長 簾内  滋雄

事業創造南関東Ｇマネージャー イオン高知店長 浅井  紀生

事業創造北陸信越Ｇマネージャー イオン鈴鹿ベルシティ店長 脇田  賢一

 

［商品担当組織下］ 
 【新職】 【旧職】 【氏名】 

デリカ商品部長 ㈱マイカル 中四国食品部長 西野   克

 

［ＤＳ事業本部組織下］ 
 【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンスーパーセンターさくら店長 イオン砺波店長 清原  篤視

イオンスーパーセンター津河芸店長 イオンスーパーセンターさくら店長 市村   圭

 

［出向］ 
 【新職】 【旧職】 【氏名】 

マックスバリュ東北㈱ 出向 デリカ商品部長 井出  武美

 

＊イオンリテール株式会社と株式会社マイカルは、３月１日に統合いたしました。 
 

以 上 


