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２０１３年９月１０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実施しますのでご案内申し上げます。 

 

 

記 

 

１．機構改革（９月１０日付） 

＜営業担当組織下＞ 

 実務訓練部を新設する。 

＜商品担当組織下＞ 

 パンドラ・ガーデニンググリナリー商品統括部を廃止するとともに、パンドラ事業

部とガーデニング・グリナリー商品部を、商品担当組織下に配置する。 

＜社長直下＞ 

 グランドジェネレーション推進チームを新設する。 

 

２．人事異動（９月１０日付） 

［営業担当組織下］ 

※「Ｃ」はカンパニーの略です。 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜東北カンパニー＞ 

営業企画部長 イオン入間店長 山元  環樹 

総務部長 イオン御所野店長 宮原  裕行 

イオンつがる柏店長 食品商品企画本部 東北商品部 高橋  信子 

イオン一関店長 イオン利府店 多田  和浩 

イオン江刺店長 イオン利府店 武田  久美 

イオン御所野店長 イオン白河西郷店長 山本 富士夫 

イオン仙台幸町店長 イオンせんげん台店長 加瀬   浩 

イオン古川店長 イオンつがる柏店長 植田  浩義 

イオン東根店長 イオン江刺店長 山田  弘喜 

イオン白河西郷店長 イオン東根店長 福永  千尋 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜北関東カンパニー＞ 

イオン鹿嶋店長 イオン与野店 津島  正治 

イオン土浦店長 イオン赤穂店長 浅沼  信和 

イオン那珂町店長 イオン春日部店 秋山  佳男 

イオン今市店長 イオン那珂町店長 鈴木   賢 

イオン入間店長 ザ・ビッグ昭島店長 一色  洋二 

イオン大井店長 イオン品川シーサイド店長 小山  博美 

イオンせんげん台店長 イオンつくば店 森野  陽光 

イオン太田店長 イオン鹿嶋店長 前島  宣子 

＜南関東カンパニー＞ 

経営企画部長 （東海Ｃ）経営企画部長 谷   雅勝 

総務部長 （東北Ｃ）総務部長 佐藤  義之 

イオン市川妙典店長 イオン臼井店長 関田  海星 

イオン臼井店長 イオン船橋店 渡辺  佳章 

イオン高根木戸店長 イオン東久留米店 針金  健史 

イオン千葉ニュータウン店長 ㈱ダイエー 中沢   剛 

イオンノア店長 イオン今市店長 中瀬  敬一 

イオン葛西店長 イオンノア店長 桑江  達也 

イオン品川シーサイド店長 イオンりんくう泉南店長 乾   洋一 

ザ・ビッグ昭島店長 イオン新潟東店長 佐々木  肇 

イオン海老名店長 （北陸信越Ｃ）人事教育部長 尾崎  秀樹 

イオン本牧店長 イオン尾道店長 中野  公現 

＜北陸信越カンパニー＞ 

人事教育部長 （東北Ｃ）人事教育部 早川  厚子 

イオン中条店長 イオン佐久平店 西原  辰幸 

イオン新潟西店長 イオン野々市南店長 飯田  昌裕 

イオン新潟東店長 イオン御経塚店長 俵   正治 

イオン高岡店長 イオン新潟南店 金剛  孝之 

イオン御経塚店長 イオン津南店長 青戸  宏和 

イオン野々市南店長 イオン高岡南店 平出  正博 

＜東海カンパニー＞ 

経営企画部長 イオン岐阜店長 田中  祐行 

イオン岐阜店長 イオン和田山店長 渡邊   浩 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン柳津店長 イオン熱田店 新庄  博文 

イオン浜松志都呂店長 イオン鳥取店長 松木  一朗 

イオン大高店長 （南関東Ｃ）経営企画部長 岡井  慎一 

イオン豊川店長 イオン柳津店長 佐々木 文夫 

イオン名古屋みなと店長 イオン熊野店長 安澤  正臣 

イオン半田店長 人材育成部 尾野上 拓也 

イオン扶桑店長 イオン大井店長 岡田  信幸 

イオン熊野店長 イオン四日市尾平店 玉置  寿幸 

イオン津南店長 マーケティング部 川村  祥子 

＜東近畿カンパニー＞ 

イオン近江八幡店長 イオン鴻池店長 武田   剛 

イオン草津店長 イオン浜松志都呂店長 原田  宣尚 

イオン福知山店長 イオン㈱出向 永井  文貴 

＜西近畿カンパニー＞ 

イオン伊丹店長 イオン姫路大津店長 西條  克則 

イオン鴻池店長 イオン伊丹店 福口   正 

イオンりんくう泉南店長 ㈱ダイエー 浅間  浩和 

イオン赤穂店長 お客さまサービス部 田川   彰 

イオン小野店長 イオン大日店 永瀬  英則 

イオン姫路大津店長 イオン市川妙典店長 松尾  正雄 

イオン和田山店長 イオン菅田店長 村尾  嘉秀 

＜中四国カンパニー＞ 

イオン鳥取店長 イオン西大津店 森   雅弘 

イオン菅田店長 イオン新居浜店 桧垣 由香里 

イオン尾道店長 イオン福知山店長 広崎  理久 

イオンみゆき店長 イオン広島祇園店 上沖  敬子 

 

[ＳＣ事業本部組織下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

ＳＣ東北事業部長 ＳＣ東北事業部 山﨑  保光 

ＳＣ中四国事業部長 
レイクタウンｍｏｒｉ 

モールマネージャー 
竹田  吉幸 

ＳＣ管理部長 ＳＣ管理部 中野  敬之 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンモール盛岡南 

モールマネージャー 

イオンモール高の原 

モールマネージャー 
岡崎  倉土 

イオンモール石巻 

モールマネージャー 
ＳＣ事業本部 大北  和史 

イオンモール山形南 

モールマネージャー 

イオンモール盛岡南 

営業マネージャー 
藤村  拓夫 

イオンモール佐野新都市 

モールマネージャー 
ＳＣ事業本部 間處  陽子 

レイクタウンｍｏｒｉ 

モールマネージャー 

イオンモール盛岡南 

モールマネージャー 
秀方   純 

イオンモール八千代緑が丘 

モールマネージャー 

イオンモール北戸田 

営業マネージャー 
梶屋  貴史 

イオンモールかほく 

モールマネージャー 
ビブレ・フォーラス事業部 井丸   淳 

イオンモール久御山 

モールマネージャー 

イオンモール船橋 

営業マネージャー 
船場  琢三 

イオンモール高の原 

モールマネージャー 

イオンモール佐野新都市 

モールマネージャー 
平山  高志 

イオンモール大阪ドームシティ

モールマネージャー 

イオンモール久御山 

モールマネージャー 
森田  弘史 

イオンモール大日 

モールマネージャー 

イオンモールかほく 

モールマネージャー 
上野  伸宏 

イオン松江ＳＣ 

モールマネージャー 

イオンモール大曲 

営業マネージャー 
前田   耕 

 

[本社組織下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

実務訓練部長 営業担当付 山本   実 

経営企画部長 
住居余暇商品企画本部 コーデ

ィネーター部長 
齊藤  岳彦 

店舗企画部長 店舗企画部 田中  智康 

食品商品企画本部 東北商品部

長 
イオン名古屋みなと店長 西田  茂樹 

住居余暇商品企画本部 コーデ

ィネーター部長 

住居余暇商品企画本部 ステー

ショナリー・家電商品部 
久永  晋也 

住居余暇商品企画本部、Ｈ＆Ｂ

Ｃ商品企画本部 東海商品部長 

住居余暇商品企画本部 ホーム

ファッション商品部 
隆杉  幸弘 

グランドジェネレーション推進

チームリーダー 
イオン葛西店長 杉原  博文 
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 [出向] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン㈱出向 
パンドラ・ガーデニンググリナ

リー統括部長 
三木  一範 

㈱ダイエー出向 店舗企画部長 日下  雅之 

㈱ダイエー出向 経営企画部長 石橋  孝浩 

㈱ダイエー出向 
住居余暇商品企画本部、Ｈ＆Ｂ

Ｃ商品企画本部 東海商品部長 
大谷  哲也 

㈱ダイエー出向 イオン仙台幸町店長 北野  牧人 

㈱ダイエー出向 イオン高根木戸店長 河毛  良樹 

イオンクレジットサービス㈱ 

出向 
（南関東Ｃ）総務部長 笹川  恭広 

イオンタウン㈱出向 イオン海老名店長 及川  和之 

イオンリンク㈱出向 イオン土浦店長 西野  実治 

イオンマレーシア出向 
食品商品企画本部 東北商品部

長 
栄田   悌 

イオンデモンストレーション 

サービス㈲出向 
ＳＣ管理部 東   昌世 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


