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２０１４年３月１０日 

イオンリテール株式会社 

    

    

機構改革機構改革機構改革機構改革とととと人事異動人事異動人事異動人事異動についてについてについてについて    
 

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（３月１０日付） 

 

＜営業担当組織下＞ 

� 現行の３１事業部を再編し、３５事業部体制とする。 

＊）イオンリテール株式会社６カンパニー、３５事業部について 

カンパニー名称 事業部 

東北カンパニー 青森岩手、秋田、宮城、山形福島 

北関東・新潟カンパニー 茨城、栃木群馬、東埼玉、西埼玉、北新潟、南新潟 

南関東カンパニー 南千葉、ベイエリア、東千葉、東京、東神奈川、西神奈川山梨 

東海・長野カンパニー 名岐、名古屋、三河、北三重、南三重、静岡、長野 

近畿・北陸カンパニー 京滋、奈良、大阪、北大阪、阪和、阪神、兵庫、北陸 

中四国カンパニー 東山陽、西山陽、山陰、四国 

� 社長直下のグランドジェネレーション推進チームを、営業担当組織下に移管する。 

 

＜商品担当組織下＞ 

� 食品商品企画本部組織下にデリカ商品統括部を新設する。デリカ商品統括部下には、

デリカ商品開発部およびデリカ商品部を配置する。 

� 住居余暇商品企画本部組織下のホームファッション商品部を、ホームファニシング

商品部とハウスホールド商品部に分割する。 

� 住居余暇商品企画本部組織下に、デジタル事業開発部を新設する。 

� 商品政策部を廃止し、ＭＤ戦略部と政策推進部を新設する。 

 

 ＜ＳＣ・開発組織下＞ 

� ＳＣ事業本部組織下に、ＳＣ企画部を新設する。 

� 開発・建設本部組織下に、開発企画部を新設する。 
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２．人事異動（３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＞ 

青森岩手事業部長 北陸信越Ｃ 経営企画部長 久野   朗 

秋田事業部長 イオン仙台中山店長 江口  正芳 

イオン下田店長 

住居余暇企画本部、Ｈ＆ＢＣ商品

企画本部 東北商品部 

石黒  達也 

イオン八戸田向店長 マックスバリュ南東北㈱出向 宮腰  八郎 

イオン盛岡店長 食品商品企画本部 東北商品部 奥村  太郎 

イオン中仙店長 イオン仙台中山店 尾家  光一 

イオン仙台中山店長 

住居余暇企画本部、Ｈ＆ＢＣ商品

企画本部 東近畿商品部長 

前森  照正 

イオン富谷店長 イオン白根店長 大澤  幸弘 

イオン利府店長 イオン㈱出向 白石  正実 

イオン酒田南店長 イオン中仙店長 小野  詩子 

イオン米沢店長 イオンつがる柏店 池田   豊 

イオン郡山フェスタ店長 イオン伏見店長 荒井  孝文 

＜北関東・新潟カンパニー＞ 

南新潟事業部長 イオン伊丹昆陽店長 坪倉  伸江 

北新潟事業部長 イオン盛岡店長 井上  良和 

イオン石岡店長 イオン水戸内原店 伊藤   滋 

イオン高萩店長 イオン土浦店 下田 かおり 

イオンみぶ店長 イオン大井店 小牟礼  拓 

イオン浦和美園店長 中四国Ｃ 経営企画部長 渡辺  浩昌 

イオン大宮店長 人材育成部 木田  裕喜 

イオン川口店長 北関東Ｃ 営業企画部 酒井  恒彰 

イオン川口前川店長 イオン貝塚店長 佐々木 裕司 

イオン新座店長 イオン高萩店長 伊佐  徹也 

イオン武蔵狭山店長 イオン大網白里店長 草野  信一 

イオン小千谷店長 イオン茅ヶ崎店長 大久保 淳一 

イオン白根店長 北陸信越Ｃ 営業企画部 野澤  尚充 

イオン新潟南店長 イオン明石店長 小畑  広和 

北関東・新潟Ｃ 店舗開発部長 北関東Ｃ 店舗開発部長 佐藤  正一 

北関東・新潟Ｃ 総務部長 北関東Ｃ 総務部長 杉山   守 

北関東・新潟Ｃ 人事教育部長 北関東Ｃ 人事教育部長 服部  春樹 

北関東・新潟Ｃ 経営企画部長 イオン板橋店長 小倉  通彰 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

北関東・新潟Ｃ 営業企画部長 北陸信越Ｃ 営業企画部長 川村   明 

北関東・新潟Ｃ 店舗構造改革

チームリーダー 

北陸信越エリア政策推進チームリ

ーダー 

近藤  健一 

＜南関東カンパニー＞ 

南千葉事業部長 イオン大和郡山店長 錦戸  一富 

東千葉事業部長 東海Ｃ 人事教育部長 鈴木   太 

東神奈川事業部長 

住居余暇企画本部、Ｈ＆ＢＣ商品

企画本部 西近畿商品部長 

大西   勝 

東京事業部長 北三重事業部長 大前  一也 

イオン大網白里店長 イオン稲毛店 草野 多香恵 

イオン鎌ヶ谷店長 イオン下田店長 遠藤  一郎 

イオン鴨川店長 イオン南砂町スナモ店長 菓子野 幸弘 

イオン津田沼店長 トップバリュコレクション㈱出向 加藤  真人 

イオン八千代緑が丘店長 イオン高岡南店長 河内   隆 

イオン八街店長 コスメーム㈱出向 松本 はるみ 

イオンユーカリが丘店長 イオン鴨川店長 畑中  裕人 

イオン板橋店長 イオン日の出店長 柴田  昭孝 

イオン日の出店長 イオンかほく店長 大友  大助 

イオン南砂町スナモ店長 イオン大和店 和仁  利雄 

イオン駒岡店長 イオン明和店 足名  大輔 

イオン相模原店長 東近畿Ｃ 総務部長 宮地   伸 

イオン茅ヶ崎店長 イオン中野店長 鈴木 由紀子 

イオン東神奈川店長 イオン高橋店長 伊藤  将彦 

南関東Ｃ 店舗開発部長 中四国Ｃ 店舗開発部長 中島  裕文 

南関東Ｃ 店舗構造改革チーム

リーダー 

イオン熱田店長 長岡  雅彦 

＜東海・長野カンパニー＞ 

北三重事業部長 青森岩手事業部長 南部  裕一 

南三重事業部長 イオン新潟南店長 山田  勝久 

三河事業部長 東京山梨事業部長 森山  雅彦 

イオン飯田アップルロード店長 北陸信越Ｃ 経営企画部 青柳  邦久 

イオン佐久平店長 イオン布施駅前店長 深津  正起 

イオン中野店長 イオン北海道㈱出向 吉田   孝 

イオン南松本店長 北関東Ｃ 経営企画部 広澤   章 

イオン箕輪店長 イオン南松本店 髙島  彩子 

イオン関店長 

住居余暇企画本部、Ｈ＆ＢＣ商品

企画本部 東海商品部 

古郡  貴信 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン焼津店長 マックスバリュ東海㈱出向 杉浦  正剛 

イオン熱田店長 京滋事業部長 土井  義昭 

イオン新瑞橋店長 

住居余暇企画本部、Ｈ＆ＢＣ商品

企画本部 北関東商品部長 

庄山   実 

イオン木曽川店長 イオン㈱出向（イオンマレーシア） 満尾  貞守 

イオン小牧店長 イオン清水店 有馬  隆行 

イオン高橋店長 イオン田原店長 堀  亜由美 

イオン田原店長 イオン浜松市野店 布目  勝利 

イオン南陽店長 東海Ｃ 営業企画部 穂苅  秀彦 

イオン阿児店長 イオン四日市北店 安本  勝巳 

イオン鈴鹿店長 イオン社店長 加納  良徳 

東海・長野Ｃ 営業企画部長 北関東Ｃ 営業企画部長 川瀬  裕正 

東海・長野Ｃ 経営企画部長 東海Ｃ 経営企画部長 田中  祐行 

東海・長野Ｃ 店舗開発部長 東海Ｃ 店舗開発部長 保富  俊二 

東海・長野Ｃ 総務部長 東海Ｃ 総務部長 萩本   学 

東海・長野Ｃ 店舗構造改革チ

ームリーダー 

千葉事業部長 天野  義昭 

＜近畿・北陸カンパニー＞ 

大阪事業部長 北大阪事業部長 片岡  久芳 

北大阪事業部長 奈良事業部長 谷口  嘉男 

京滋事業部長 東神奈川事業部長 神戸  一明 

阪神事業部長 三河事業部長 飯塚  公一 

奈良事業部長 東海Ｃ 営業企画部長 西垣  幸則 

イオン高岡南店長 イオン松任店長 菊地  永俊 

イオン加賀の里店長 イオンワンダーシティ店 永田  義広 

イオン金沢店長 イオン箕輪店長 疋島  隆弘 

イオンかほく店長 イオン㈱出向 中田  博紀 

イオン松任店長 イオン米子駅前店長 小西  則夫 

イオン長浜店長 イオン新金岡店長 赤根  久信 

イオン伏見店長 衣料商品企画本部 鞄・服飾商品部 太田  和恵 

イオン桜井店長 イオン飯田アップルロード店長 松井  俊博 

イオン西大和店長 食品商品企画本部 南関東商品部 山知  克旨 

イオン大和郡山店長 イオン焼津店長 山森   徹 

イオン貝塚店長 イオンジェームス山店 中村  敏之 

イオン北千里店長 西近畿Ｃ 総務部 伴   弘子 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン金剛東店長 イオン駒岡店長 笠井  卓生 

イオン新金岡店長 中四国Ｃ 営業企画部 吉田   元 

イオン高見店長 イオン南淡路店 山田 千恵子 

イオン鶴見緑地店長 イオン八戸田向店長 金野   司 

イオン野田阪神店長 イオン酒田南店長 大泉  拓史 

イオン布施駅前店長 イオン伊丹店 若林  啓樹 

イオン明石店長 イオン海田店長 井口   光 

イオン尼崎店長 イオン久御山店 吉井   彰 

イオン伊丹昆陽店長 イオン小山店長 伊藤  竜也 

イオン猪名川店長 東近畿Ｃ 営業企画部長 石谷  修司 

イオン加西北条店長 イオン南陽店長 中原  宏平 

イオン高砂店長 イオン北千里店長 肥野  純子 

イオン三木青山店長 

住居余暇企画本部、Ｈ＆ＢＣ商品

企画本部 西近畿商品部 

辰巳  浩之 

イオン社店長 イオン野田阪神店 田中  秀和 

近畿・北陸Ｃ 店舗開発部長 東近畿兼西近畿Ｃ 店舗開発部長 兼古   剛 

近畿・北陸Ｃ 総務部長 西近畿Ｃ 総務部長 岡邊  章久 

近畿・北陸Ｃ 人事教育部長 西近畿Ｃ 人事教育部長 泊   健守 

近畿・北陸Ｃ 営業企画部長 西近畿Ｃ 営業企画部長 後藤  千尋 

近畿・北陸Ｃ 経営企画部長 コントロール部 馬場  俊彰 

近畿・北陸Ｃ 店舗構造改革チ

ームリーダー 

山陽事業部長 綱川  幸伸 

＜中四国カンパニー＞ 

東山陽事業部長 イオン浦和美園店長 伊藤  智之 

西山陽事業部長 イオン津田沼店長 山下  浩幸 

イオン津ノ井店長 イオン倉敷店 平尾  信二 

イオン米子駅前店長 イオン大日店 菅田  良蔵 

イオン海田店長 中四国Ｃ 営業企画部 笠井  理枝 

イオン三原店長 イオン高見店長 今田  直人 

イオン高知店長 スポーツ＆レジャー事業部長 南   義昭 

中四国Ｃ 営業企画部長 西近畿Ｃ 営業企画部 青木  武志 

中四国Ｃ 経営企画部長 経営企画部 岡田  栄三 

中四国Ｃ 店舗開発部長 不動産部長 小山  隆男 

中四国Ｃ 店舗構造改革チーム

リーダー 

秋田事業部長 横山  昭彦 
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 [商品担当組織下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜衣料商品企画本部＞ 

北関東・新潟商品部長 北関東商品部長 中本  賢二 

南関東商品部長 イオントップバリュ㈱出向 鰐渕  克美 

東海・長野商品部長 東近畿商品部長 中元  靖明 

近畿・北陸商品部長 西近畿商品部長 木山   裕 

＜食品商品企画本部＞ 

デリカ商品統括部長 デリカ商品部長 西野   克 

デリカ商品統括部 デリカ商品

開発部長 

イオントップバリュ㈱出向 奥平  哲二 

デリカ商品統括部 デリカ商品

部長 

デリカ商品部 鈴木  雅光 

水産商品部長 北陸信越商品部長 奥井  範彦 

北関東・新潟商品部長 東近畿商品部長 安浦  一雅 

南関東商品部長 水産商品部長 松本  金蔵 

東海・長野商品部長 北関東商品部長 七尾  宣靖 

近畿・北陸商品部長 東海商品部長 西原  義隆 

＜住居余暇商品企画本部＞ 

デジタル事業開発部長 

デジタル統括部長兼ステーショ

ナリー・家電商品部長 

橋本  昌一 

ハウスホールド商品部長 ホームファッション商品部長 川久保 雅信 

ホームファニシング商品部長 イオン㈱出向 丸山  優一 

ステーショナリー・家電商品部長 ステーショナリー・家電商品部 木下  克仁 

＜Ｈ＆ＢＣ商品企画本部＞ 

Ｈ＆ＢＣ商品企画本部 ノンフ

ーズ・ヘルス商品部長 

コスメーム㈱出向 保坂  千津 

＜住居余暇商品企画本部、Ｈ＆ＢＣ商品企画本部＞ 

北関東・新潟商品部長 北陸信越商品部長 東   直仁 

東海・長野商品部長 東海商品部長 隆杉  幸弘 

近畿・北陸商品部長 東近畿Ｃ 経営企画部長 米谷  元宏 

＜商品担当直下＞ 

政策推進部長 商品政策部長 檜皮  淳一 

ＭＤ戦略部長 在庫売変改革チームリーダー 福原 多賀志 
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 [ＳＣ・開発担当組織下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

開発企画部長 南関東Ｃ 店舗開発部長 鈴木  一郎 

不動産部長 開発・建設統括部長付 川野  範和 

ＳＣ北関東・新潟事業部長 ＳＣ北関東事業部長 小畠   修 

ＳＣ南関東事業部長 ＳＣ北陸信越事業部長 森本  典彦 

ＳＣ東海・長野事業部長 ＳＣ南関東事業部長 片倉  信明 

ＳＣ近畿・北陸事業部長 ＳＣ西近畿事業部長 冨村  義生 

ＳＣ企画部長 ＳＣ東海事業部長 植田   晃 

 

 [本社組織下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

経営企画部長 経営管理担当付 入江  道之 

マーケティング部長 中四国Ｃ 営業企画部長 浜口  好博 

エリア政策推進チームリーダー エリア政策推進本部 岡澤  正章 

東北エリア政策推進チームリー

ダー 

東近畿エリア政策推進チームリ

ーダー 

立花  清已 

北関東・新潟エリア政策推進チ

ームリーダー 

関東エリア政策推進統括リーダ

ー 

高橋  正晴 

東海・長野エリア政策推進チー

ムリーダー 

東海エリア政策推進チームリー

ダー 

川上  雅義 

近畿・北陸エリア政策推進チー

ムリーダー 

近畿エリア政策推進統括リーダー 中村   謙 

スポーツ＆レジャー事業部長 スポーツ＆レジャー事業部 渡邊  守成 

 

[出向] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン㈱出向（イオン香港） 衣料商品企画本部 東海商品部長 水島  吉章 

イオン㈱出向（イオンマレーシ

ア） 

イオン富谷店長 小熊  満之 

イオン㈱出向（イオンビッグマ

レーシア） 

イオン長浜店長 佐々木 正博 

イオン㈱出向（イオンベトナム） イオン藤井寺店長 青野  恵三 

イオン㈱出向（イオン湖北） 西近畿Ｃ 経営企画部長 竹村  光弘 

イオン九州㈱出向 

衣料商品企画本部 北陸信越商

品部長 

本間   浩 

㈱山陽マルナカ出向 

食品商品企画本部 南関東商品

部長 

梅津  雅浩 

㈱ＣＦＳコーポレーション出向 ノンフーズ・ヘルス商品部長 難波  広幸 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

㈱メディカル一光出向 マーケティング部長 滝野  哲也 

イオンモール㈱出向 ＳＣ東近畿事業部長 近藤  明郎 

イオンタウン㈱出向 北関東Ｃ 経営企画部長 本間  三男 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考） 

 

３月９日までの８カンパニーと事業部 

 

カンパニー名称 事業部名 

東北カンパニー 青森岩手、秋田、宮城、山形福島 

北関東カンパニー 茨城、栃木群馬、東埼玉、西埼玉 

南関東カンパニー 千葉、ベイエリア、東京山梨、東神奈川、西神奈川 

北陸信越カンパニー 北陸、新潟、長野 

東海カンパニー 名岐、名古屋、三河、北三重、南三重、静岡 

東近畿カンパニー 京滋、奈良 

西近畿カンパニー 北大阪、阪和、阪神、兵庫 

中四国カンパニー 山陰、山陽、四国 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【本件本件本件本件にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    

イオン㈱コーポレート･コミュニケーション部 太田 （電話：０４３－２１２－６０６１) 


