
２０１２年３月１４日 

イオンリテール株式会社 

 

 

機構改革と人事異動について 
 
  

当社は、下記のとおり機構改革と人事異動を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）  

［商品担当下］ 

・ 衣料商品本部、住居余暇商品本部、Ｈ＆ＢＣ商品本部をそれぞれ衣料商品企画本部、住居余

暇商品企画本部、Ｈ＆ＢＣ商品企画本部に改称する。また、各商品企画本部組織下の企画部

をコーディネーター部に改称する。 

・ Ｈ＆ＢＣ商品企画本部組織下に調剤・医療運営部を新設する。 

［営業担当下］ 

・ 中四国カンパニー４事業部を再編し、山陽事業部、山陰事業部、四国事業部の３事業部とす

る。 

［東北エリア強化推進担当下］ 

・ 東北エリア強化推進担当下に、復興支援チームを新設する。 

［エリア強化対策担当下］ 

・ エリア強化対策担当下にエリア強化対策チームを新設する。 

［ＧＭＳ改革・専門店化推進担当下］ 

・ ＧＭＳ改革・専門店化推進担当下に、各カンパニー単位で専門店化推進グループ（事業創造

グループを改称）を配置する。 

 

２．人事異動（３月１４日付） 

※「Ｃ」は、カンパニーの略です。 

※同日付で現執行役員住居余暇商品本部長 北島健二はイオン九州㈱へ出向、 

現執行役員衣料商品本部長 飯田和行はトップバリュコレクション㈱へ出向となります。 

 

[営業担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜東北カンパニー＞ 

青森岩手事業部長 イオン各務原店長 南部  裕一 

イオン下田店長 イオンつきみ野店長 遠藤  一郎 

イオンつがる柏店長 イオン盛岡店 植田  浩義 

イオン藤崎店長 東北Ｃ人事教育部 千葉  祐子 

イオン前沢店長 イオン今市店 田中  大樹 

イオン盛岡店長 イオン下田店長 大石  幸治 

【新職】 【旧職】 【新役位】 【氏名】 

衣料商品企画本部長 
イオントップバリュ㈱

出向 
執行役員 山田   重道 

住居余暇商品企画本部長 
イオントップバリュ㈱

出向 
執行役員 伊佐  研一 

Ｈ＆ＢＣ商品企画本部長 
Ｈ＆ＢＣ商品本部長兼

企画部長 

執行役員 

（変更なし） 
新谷   励 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン盛岡南店長 畜産商品部 戸田  茂則 

イオン秋田中央店長 イオン能代店長 河股  良行 

イオン能代店長 東北Ｃ総務部 赤田 順一郎 

イオン石巻店長 イオン盛岡南店長 鯉淵 豊太郎 

イオン富谷店長 イオン福島店長 藤村  拓夫 

イオン山形南店長 イオンユーカリが丘店長 目谷  雅史 

イオン米沢店長 イオン石巻店 建部   直 

イオン福島店長 イオン藤崎店長 西野   仁 

＜北関東カンパニー＞ 

東埼玉事業部長 イオン盛岡店長 塙   義明 

西埼玉事業部長 イオンマリンピア店長 立石  真辞 

食品商品部長 北陸信越Ｃ食品商品部 七尾  宣靖 

住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 ステーショナリー・家電商品部 庄山   実 

イオン下妻店長 イオン西新井店長 野村   隆 

イオン高萩店長 イオン川口前川店 伊佐  徹也 

イオン土浦店長 ネット推進部 西野  実治 

イオンみぶ店長 イオン古河店 森田 健太郎 

イオン浦和美園店長 イオン北海道㈱出向 伊藤  智之 

イオン大宮店長 北関東Ｃ総務部 上野  能男 

イオン北戸田店長 ホームファッション商品部長 檜皮  淳一 

イオン羽生店長 ㈱ダイエー  北邨  順一 

イオン武蔵狭山店長 イオンみぶ店長 石黒  武彦 

イオン高崎店長 イオン葛西店長 山中  正嗣 

＜南関東カンパニー＞ 

千葉事業部長 青森岩手事業部長 天野  義昭 

経営企画部長 イオン北戸田店長 岡井  慎一 

イオン市川妙典店長 イオンスーパーセンター㈱出向 松尾  正雄 

イオンマリンピア店長 イオン北海道㈱ 富永  正司 

イオンモリシア津田沼店長 イオン相模原店 小杉  公二 

イオン八千代緑が丘店長 西埼玉事業部長 浅井  弥一 

イオンユーカリが丘店長 イオンマリンピア店 豊田  真也 

イオン葛西店長 ㈱ダイエー出向 杉原  博文 

イオン西新井店長 イオン長岡店長 木村  保明 

イオン海老名店長 トップバリュコレクション㈱出向 及川  和之 

イオン駒岡店長 イオンモリシア津田沼店長 笠井  卓生 

イオン新百合ヶ丘店長 南関東Ｃ支社長付 工藤  一実 

イオンつきみ野店長 イオン東雲店 小林  英之 

イオン藤沢店長 イオン久里浜店 新宮 希恵美 

イオン甲府昭和店長 イオン駒岡店長 佐山  幸司 

＜北陸信越カンパニー＞ 

衣料商品部長 レディス商品部 今津  正勝 

イオン三条店長 イオン秋田中央店長 永松  芳孝 

イオン長岡店長 トップバリュコレクション㈱出向 米谷  耕一 

イオン村上東店長 イオン須坂店長 大杉  尚裕 

イオン高岡南店長 イオン大宮店長 河内   隆 

イオンかほく店長 イオン村上東店長 大友  大助 

イオン杜の里店長 イオン三条店長 高木  浩二 

イオン木曽福島店長 北陸信越Ｃ総務部 山岸  千春 



 3 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン佐久平店長 イオンマリンピア店 デミルカン ミネ 

イオン須坂店長 イオン新潟南店 飯塚  信久 

＜東海カンパニー＞ 

名岐事業部長 イオン大和郡山店長 永山 久美子 

静岡事業部長 イオン石巻店長 奥村  博司 

人事教育部長 イオン三好店長 鈴木   太 

イオン各務原店長 ㈱ダイエー 粟屋  伸介 

イオン岐阜店長 イオン三田ウッディタウン店長 田中  祐行 

イオン清水店長 イオン岐阜店長 佐藤  好美 

イオン春日井店長 イオン甲府昭和店長 小澤  俊彦 

イオン新瑞橋店長 イオン松山店長 白川  光博 

イオン瀬戸みずの店長 イオン熱田店 秋山  典之 

イオン高橋店長 イオン守山店 伊藤  将彦 

イオン豊川店長 東海Ｃ支社長付 樽井  敏之 

イオン東浦店長 山陰事業部長 小川  政郎 

イオン扶桑店長 東海Ｃ衣料商品部 石河  康明 

イオン三好店長 北関東Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 川口  弘芳 

イオン八事店長 イオン広島祇園店長 角   正彦 

イオン阿児店長 イオン伏見店長 下久保 みゆき 

イオン大安店長 イオン鳥羽店長 足名  大輔 

イオン津店長 イオン高橋店長 沖   剛一 

イオン鳥羽店長 イオン富士宮店 浅野  裕之 

＜東近畿カンパニー＞ 

京滋事業部長 イオン浦和美園店長 土井  義昭 

経営企画部長 兵庫事業部長 米谷  元宏 

住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 イオン金剛東店長 前森  照正 

イオン伏見店長 イオン大和郡山店 荒井  孝文 

イオン洛南店長 東近畿Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 國方  義博 

イオン大和郡山店長 ㈱ダイエー 錦戸  一富 

＜西近畿カンパニー＞ 

北大阪事業部長 イオンかほく店長 湊   博昭 

兵庫事業部長 イオン大日店長 川谷  昭彦 

イオン和泉府中店長 イオン津店長 大嶋  敬彦 

イオン北千里店長 イオン茨木店 肥野  純子 

イオン金剛東店長 イオン新百合ヶ丘店長 津江   隆 

イオン堺北花田店長 メンズ商品部長 辰巳   聡 

イオン新金岡店長 イオン高見店長 赤根  久信 

イオン大日店長 静岡事業部長 福江   潔 

イオン高見店長 イオン藤井寺店 塩本  綾子 

イオン赤穂店長 イオン清水店長 浅沼  信和 

イオン神戸北店長 イオン市川妙典店長 藤井  敏夫 

イオン西神戸店長 イオン茨木店 田中  達也 

イオン三田ウッディタウン店長 イオン赤穂店長  海老名  明 

＜中四国カンパニー＞ 

山陽事業部長 広島山口事業部長 竹本   肇 

四国事業部長 愛媛高知事業部長 北   佳史 

山陰事業部長 イオン扶桑店長 桂川 まゆみ 

経営企画部長 イオン宇品店長 渡辺  浩昌 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン日吉津店長 イオン出雲店長 内海   敏 

イオン出雲店長 イオン広店長 松本  靖弘 

イオン大田店長 イオン日吉津店 神本  圭一 

イオン宇品店長 イオン新瑞橋店長 谷本  俊久 

イオン海田店長 中四国Ｃ営業企画部 井口   光 

イオン廿日市店長 イオン広島祇園店 田中  史朗 

イオン広店長 イオン広島府中店 久保  淳二 

イオン広島祇園店長 イオン日吉津店長 守田  良二 

イオン坂出店長 ザ・ビッグ倉敷笹沖店 西川  高広 

イオン新居浜店長 イオン大田店長 山下   薫 

イオン松山店長 ㈱ダイエー出向 藤原  秀作 

＜本社＞ 

お客さまサービス部長 
（ イオン㈱ 

グループお客さま責任者兼務 ） 

－ 大野  惠司 

 

[商品担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜衣料商品企画本部＞ 

副本部長兼インナー商品部長 インナー商品部長 木下  尚久 

メンズ商品部長 企画部長 荒武   晃 

コーディネーター部長 北陸信越Ｃ衣料商品部長 藤田   勲 

＜食品商品企画本部＞ 

コーディネーター部長 企画部長 石川  元明 

＜住居余暇商品企画本部＞ 

副本部長兼 

ホームファッション商品部長 
ステーショナリー・家電商品部長 増田  正良 

デジタル統括部長兼 

ステーショナリー・家電商品部長 

デジタル統括部長兼 

イオンニューコム事業部長 
橋本  昌一 

イオンニューコム事業部長 イオンニューコム事業部 石上  義市 

コーディネーター部長 企画部長 齊藤  岳彦 

＜Ｈ＆ＢＣ商品企画本部＞ 

ビューティ商品部長 ノンフーズ・ヘルス商品部 角   繁行 

ノンフーズ・ヘルス商品部長 ビューティ商品部長 難波  広幸 

調剤・医療運営部長 ノンフーズ・ヘルス商品部 田村   浩 

コーディネーター部長 企画部 池幡   実 

 

[東北エリア強化推進担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

復興支援チームリーダー イオン洛南店長 平塚  壽生 

 

 [組織力・現場力強化担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

改善活動推進部長 営業担当付 山下   悟 

 

 [ＧＭＳ改革・専門店化推進担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

専門店化推進チームリーダー 事業創造政策チームリーダー 三木  一範 

パンドラ商品部長 パンドラ商品部 寺戸  立也 
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[エリア強化対策担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

エリア強化対策チームリーダー 東京山梨事業部長付 矢木 健太郎 

 

３．出向（３月１４日付） 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオングループ中国本社出向 千葉事業部長 万月  雅明 

タキヤ㈱出向 香川岡山事業部長 石井  和正 

タキヤ㈱出向 中四国Ｃ経営企画部長 田村   光 

イオントップバリュ㈱出向 北関東Ｃ食品商品部長 久保田  修 

イオントップバリュ㈱出向 ノンフーズ・ヘルス商品部長 市村  賢次 

トップバリュコレクション㈱出向 イオン土浦店長 加藤  真人 

  

 

 

 以上                                 


