
２０１２年９月１０日 

イオンリテール株式会社 

 

 

人事異動について 
 
 
 

当社は、下記のとおり人事異動をいたしますのでご案内申し上げます。 

 

 

記 

１．人事異動（９月１０日付） 

※「Ｃ」は、カンパニーの略です。 

 

[営業担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜東北カンパニー＞ 

宮城事業部長 イオン茨木店長 千賀  孝俊 

イオン東北食品商品部長 イオン商品調達㈱出向 山本  泰幸 

イオン七戸十和田駅前店長 東北Ｃ経営企画部 内藤  忠志 

イオン一関店長 イオン石岡店長 安藤   武 

イオン江刺店長 イオンつがる柏店 山田  弘喜 

イオン江釣子店長 東北Ｃ営業企画部 沢田  耕一 

イオン盛岡店長 イオン七戸十和田駅前店長 井上  良和 

イオン大曲店長 イオン東金店長 小川  明義 

イオン気仙沼店長 東北Ｃ食品商品部 大津  裕志 

イオン仙台幸町店長 イオン多賀城店長 北野  牧人 

イオン仙台中山店長 グロッサリー商品部長 江口  正芳 

イオン多賀城店長 イオン利府店 山口  康子 

イオン富谷店長 イオン酒田南店長 小熊  満之 

イオン酒田南店長 イオン江刺店長 大泉  拓史 

イオン東根店長 イオン盛岡店 福永  千尋 

＜北関東カンパニー＞ 

栃木群馬事業部長 北陸信越Ｃ経営企画部長 村瀬   治 

イオン石岡店長 イオン北戸田店 西浜  智史 

イオン下市店長 イオン土浦店 本谷  政勝 

イオンつくば店長 イオン高崎店 齋藤  伸裕 

イオン常陸大宮店長 イオン川口前川店 溝間   明 

イオン北浦和店長 イオン名古屋みなと店長 平賀  義文 

イオン熊谷店長 イオン上越店長 原    忠 

イオン狭山店長 イオン下市店長 宮   義範 

イオン新座店長 イオン常陸大宮店長 江上  大生 

＜南関東カンパニー＞ 

東京山梨事業部長 栃木群馬事業部長 森山  雅彦 

営業企画部長 イオン大和店長 内田   宏 

イオン木更津店長 南関東Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部 山田  高政 

イオン高根木戸店長 イオン秦野店 河毛  良樹 

イオン津田沼店長 イオン西大津店長 山下  浩幸 

イオン東金店長 イオン南砂店 河内  清一 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン幕張店長 南関東Ｃ支社長付 坂本   憲 

イオン八街店長 イオン大和店 小金井  潤 

イオン板橋店長 イオン東雲店長 小倉  通彰 

イオン東雲店長 イオン京都五条店長 木村  俊雄 

イオン久里浜店長 デイリー商品部長 藤田   潔 

イオン大和店長 イオン東岸和田店長 藤田  一夫 

＜北陸信越カンパニー＞ 

北陸事業部長 イオンビッグ㈱出向 熊倉   淳 

経営企画部長 イオン倉敷店長 久野   朗 

イオン上越店長 イオン幕張店長 横山  克則 

イオン十日町店長 イオン長岡店 佐久間 勇樹 

イオン松任店長 イオン北浦和店長 菊地  永俊 

イオン上田店長 イオン諏訪店長 笠井  長明 

イオン諏訪店長 イオン岡崎南店 阿部   剛 

イオン箕輪店長 北陸信越Ｃ支社長付 疋島  隆弘 

＜東海カンパニー＞ 

営業企画部長 イオン守山店長 西垣  幸則 

イオン浜松市野店長 イオン鈴鹿店長 尾川  博信 

イオン浜松志都呂店長 イオン鳥取北店長 原田  宣尚 

イオン小牧店長 イオン松阪店長 斉藤  栄輝 

イオン田原店長 東海Ｃ人事教育部 堀  亜由美 

イオン豊田店長 
北陸信越エリア政策推進 

チームリーダー 
木戸  一也 

イオン豊橋南店長 イオン南陽店長 不退  隆之 

イオン名古屋みなと店長 東海Ｃ食品商品部 西田  茂樹 

イオン南陽店長 イオン布施駅前店長 中原  宏平 

イオン守山店長 イオン豊橋南店長 鈴木   孝 

イオン阿児店長 イオン清水店 辻   淳也 

イオン熊野店長 イオン東浦店 安澤  正臣 

イオン桑名店長 イオン田原店長 佐藤  貴也 

イオン鈴鹿店長 ホームファッション商品部 小河   豊 

イオン松阪店長 イオン三好店 山本   哲 

＜東近畿カンパニー＞ 

衣料商品部長 イオン㈱出向 中元  靖明 

総務部長 イオン南千里店長 宮地   伸 

イオン草津店長 イオン木更津店長 中尾   智 

イオン西大津店長 イオン伊丹昆陽店長 進    亨 

イオン京都五条店長 イオン久里浜店長 船渡川 晴彦 

イオン京都西店長 イオン松任店長 遠藤  英紀 

イオン久御山店長 南関東Ｃ支社長付 鈴木  貴雄 

イオン向日町店長 イオン大和郡山店 野間  慎也 

イオン奈良店長 北関東Ｃ支社長付 国分  哲朗 

イオン西大和店長 イオン大和郡山店 住澤  隆文 

＜西近畿カンパニー＞ 

イオン茨木店長 イオン久御山店長 花谷  稔幸 

イオン東大阪店長 南大阪事業部長付 兼松  宏幸 

イオン東岸和田店長 イオン板橋店長 川本  昌彦 

イオン布施駅前店長 イオン淡路店長 深津  正起 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン枚方店長 イオン東岸和田店 金親  世二 

イオン南千里店長 イオン松江店長 長島  健一 

イオン箕面店長 イオン上田店長 浦手  雄治 

イオン八尾御坊前店長 イオン加西北条店 中川  裕幸 

イオン明石店長 イオン枚方店長 小畑  広和 

イオン淡路店長 イオン金剛東店 入江  秀幸 

イオン伊丹昆陽店長 イオン洲本店長 坪倉  伸江 

イオン洲本店長 イオン明石店長 永井  康男 

イオンつくしが丘店長 イオン鶴見緑地店 水落  禎人 

イオン三木店長 イオン京都西店長 山中  和美 

イオン社店長 イオン今治店長 加納  良徳 

＜中四国カンパニー＞ 

山陽事業部長 東京山梨事業部長 綱川  幸伸 

衣料商品部長 タウンエレガンス事業部長 澤井  哲雄 

イオン津ノ井店長 イオン津山店 前田  尚平 

イオン鳥取北店長 イオン九州㈱ 藤田   毅 

イオン米子駅前店長 イオン津ノ井店長 小西  則夫 

イオン倉敷店長 イオン東北食品商品部長 南谷  和彦 

イオン益田店長 中四国Ｃ支社長付 藤原  康晴 

イオン松江店長 イオン奈良店長 山田  和夫 

イオン三原店長 イオン東大阪店長 樋口   功 

イオン今治店長 イオン広島府中店 東畑  秀俊 

イオン川之江店長 中四国Ｃ営業企画部 紺屋  貴幸 

 

[商品担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜衣料商品企画本部＞ 

タウンエレガンス事業部長 ショップ商品企画部長 土田  幸一 

インナー商品部長 中四国Ｃ衣料商品部長 堀内  新吾 

＜食品商品企画本部＞ 

デイリー商品部長 イオン社店長 宇治  知英 

グロッサリー商品部長 イオン三木店長 大西  秀昭 

 

[東日本エリア政策推進担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

北陸信越エリア政策推進 

チームリーダー 
北陸事業部長 近藤  健一 

 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

経営監査室長 宮城事業部長 渡辺  章夫 
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２．出向（９月１０日付） 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン㈱出向 イオン仙台中山店長 佐藤   大 

イオン㈱出向 イオン新座店長 石黒  忠明 

イオン㈱出向 イオン浜松志都呂店長 松田  雅之 

イオン九州㈱出向 南関東Ｃ営業企画部長 日下  知明 

イオン九州㈱出向 リフォーム部 茶村  浩充 

イオンスーパーセンター㈱出向 イオン一関店長 杉山  和巳 

イオンタウン㈱出向 イオン仙台幸町店長 松舘  正恵 

イオンタウン㈱出向 イオン草津店長 伊勢  秀人 

㈱未来屋書店出向 東海Ｃ営業企画部長 羽牟  秀幸 

  

 

 

 以上       


