
２０１１年９月１２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（９月１２日付） 

人事・総務担当組織下に人事企画部を新設する。 

２．一般人事（９月１２日付） 

＊ Ｃはカンパニー、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】 

（東北Ｃ） 

山形福島事業部長 奈良事業部長 若山  昇 

イオン青森店長 営業担当付 渡邉 賢一 

イオン一関店長 イオン七戸店長 杉山 和巳 

イオン中仙店長 イオン豊科店長 入江 浩三 

イオン酒田南店長 青島イオン出向 小熊 満之 

イオン東根店長 東北Ｃ衣料商品部 吉田 広文 

（北関東Ｃ） 

イオン鹿嶋店長 イオン下妻店 前島 宣子 

イオン小山店長 ザ・ビッグ昭島店長 伊藤 竜也 

イオン狭山店長 北関東Ｃ総務部 白井 洋一 

イオンせんげん台店長 イオン栃木店 加瀬  浩 

イオン新座店長 青島イオン出向 石黒 忠明 

イオン武蔵狭山店長 北関東Ｃ人事教育部 松本 はるみ 

イオン与野店長 副社長付 三浦 辰夫 

ザ・ビッグ八潮南店長 イオン太田店 伊東 大輔 

（南関東Ｃ） 

イオン旭店長 イオンマリンピア店 竹原 秀治 

イオン稲毛店長 イオン南松本店長 木村 英二 

イオン成田店長 イオン袋井店長 八木 裕之 

イオン茂原店長 イオン八千代緑が丘店 乾  洋文 

イオン八街店長 イオン新百合ヶ丘店 寺脇 栄一 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン板橋店長 イオン小山店長 川本 昌彦 

ザ･ビッグ昭島店長 ザ･ビッグ八潮南店長 一色 洋二 

イオン茅ヶ崎店長 営業担当付 大久保 淳一 

イオン橋本店長 イオン鶴見店長 内藤 順一 

イオン本牧店長 イオン水戸内原店長 藤原  隆 

イオン大和鶴間店長 イオン北海道㈱出向 原田 久仁紀 

イオン石和店長 イオン秦野店 菊川 和浩 

イオン甲府昭和店長 イオン大垣店長 小澤 俊彦 

（北陸信越Ｃ） 

イオン県央店長 イオン新潟南店 平井  昇 

イオン新発田店長 イオン旭店長 石井 教裕 

イオン白根店長 営業担当付 大澤 幸弘 

イオン新潟西店長 イオン白根店長 宮崎 健治 

イオン六日町店長 営業担当付 森下 陽介 

イオン飯田店長 イオン明和店長 藤原 洋子 

イオン豊科店長 イオン青森店長 田中 重憲 

イオン南松本店長 北陸信越Ｃ衣料商品部 中本 賢二 

（東海Ｃ） 

三河事業部長 中四国Ｃ支社長付 石谷 修司 

イオン大垣店長 イオン八街店長 高橋 裕司 

イオン袋井店長 イオン守山店 山森  徹 

イオン焼津店長 イオン三木店長 郷司 景子 

イオン岡崎南店長 イオン北海道㈱出向 片岡 久芳 

イオン木曽川店長 イオン伊勢店長 室賀 伸一 

イオンワンダーシティ店長 イオン岡崎南店長 秋山 哲朗 

イオン伊勢店長 イオン本牧店長 近本 好治 

イオン名張店長 東海Ｃ食品商品部 三谷 幸一 

イオン明和店長 人事・総務担当付 鶴井 陸太郎 

（東近畿Ｃ） 

奈良事業部長 イオンワンダーシティ店長 谷口 嘉男 

イオン近江八幡店長 中四国Ｃ食品商品部 吉村  徹 

イオン向日町店長 イオン尼崎店長 竹﨑  宏 

（西近畿Ｃ） 

イオン鴻池店長 イオン野田阪神店 武田  剛 

イオン新茨木店長 イオン板橋店長 時本 俊治 

イオン鶴見店長 イオン日根野店長 菊池 昌信 

イオン日根野店長 イオン名張店長 秋川 安宏 

イオン藤井寺店長 イオン八尾御坊前店長 青野 恵三 
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 【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン八尾御坊前店長 イオン金剛東店 吉岡 隆富 

イオン尼崎店長 イオン藤井寺店長 中野 雅敏 

イオン淡路店長 西近畿Ｃ住居余暇･Ｈ＆ＢＣ商品部 深津 正起 

イオン小野店長 イオン茂原店長 中野 秀逸 

イオン高砂店長 イオン社店長 城谷 美和 

イオン姫路大津店長 イオン橋本店長 西條 克則 

イオン三木店長 西近畿Ｃ食品商品部 大西 秀昭 

イオン南淡路店長 広島山口事業部長付 水田  忠 

イオン社店長 西近畿Ｃ食品商品部 宇治 知英 

（中四国Ｃ） 

イオン津山店長 イオンスーパーセンター㈱出向 井上  博 

イオンみゆき店長 西近畿Ｃ営業企画部 松下  哲 

イオン防府店長 イオン飯田店長 杉山 雅基 

中四国Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 住居余暇商品本部長付 大森  修 

 

［ＳＣ事業担当組織下］ 

 【新職】 【旧職】 【氏名】 

ＳＣ本部東北事業部長 ビブレ事業部長 冨村 義生 

ＳＣ本部南関東事業部長 ＳＣ本部東近畿事業部長 高橋 昇治 

ＳＣ本部東海事業部長 ＳＣ本部南関東事業部長 植田  晃 

ＳＣ本部東近畿事業部長 
イオンレイクタウン mori 

モールマネージャー 
近藤 明郎 

ビブレ事業部長 ビブレ・フォーラス事業本部 山木 徹三 

イオン盛岡南ＳＣモールマネージャー イオン石巻ＳＣモールマネージャー 秀方  純 

イオン石巻ＳＣモールマネージャー イオン柏ＳＣモールマネージャー 小高 政明 

イオン佐野新都市ＳＣ 

モールマネージャー 
イオンレイクタウン mori 平山 高志 

イオン柏ＳＣモールマネージャー イオン北海道㈱出向 阪本 哲男 

イオンマリンピア専門館 

モールマネージャー 
ＳＣ管理部 石橋 和久 

イオン大垣ＳＣモールマネージャー イオン津山ＳＣモールマネージャー 中島 清高 

イオン熱田ＳＣモールマネージャー イオン大垣ＳＣモールマネージャー 小笹  悟 

イオン明和ＳＣモールマネージャー イオン熱田ＳＣモールマネージャー 湊谷 新一 

イオン津山ＳＣモールマネージャー イオン明和ＳＣモールマネージャー 添田 祐美 

イオンレイクタウン mori 

モールマネージャー 

イオン盛岡南ＳＣ 

モールマネージャー 
竹田 吉幸 

 

 

 

 

［事業創造担当組織下］ 
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 【新職】 【旧職】 【氏名】 

事業創造中四国Ｇマネージャー イオン木曽川店長 須佐  一二 

 

［人事・総務担当組織下］ 

 【新職】 【旧職】 【氏名】 

人事企画部長 人事・総務担当付 入江 道之 

 

［出向］ 

 【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンスーパーセンター㈱出向 イオン新潟西店長 丹下 敏彦 

イオンスーパーセンター㈱出向 イオン中仙店長 佐藤  茂 

 

 

以 上 


