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２０１５年２月２０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と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（２月２１日付） 

[カンパニー組織下] 

 営業企画部を廃止し、コミュニケーション部を新設する。 

 人事教育部と総務部を統合し、人事総務部とする。 

 衣料商品企画本部および食品商品企画本部、住居余暇商品企画本部、Ｈ＆ＢＣ商品企画

本部組織下の東北商品部、北関東・新潟商品部、南関東商品部、東海・長野商品部、近

畿・北陸商品部、中四国商品部を各カンパニー組織下へ移管し、それぞれ衣料商品部、

食品商品部、住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部へ改称する。 

 ディベロッパー本部組織下の東北開発部、北関東・新潟開発部、南関東開発部、東海・

長野開発部、近畿・北陸開発部、中四国開発部を各カンパニー組織下に移管し、それぞ

れを店舗開発部に改称する。 

 ディベロッパー本部組織下のＳＣ東北事業部、ＳＣ北関東・新潟事業部、ＳＣ南関東事

業部、ＳＣ東海・長野事業部、ＳＣ近畿・北陸事業部、ＳＣ中四国事業部を各カンパニ

ー組織下に移管し、それぞれをＳＣ部に改称する。 

 エリア政策推進チーム組織下の東北エリア政策推進チーム、北関東・新潟エリア政策推

進チーム、南関東エリア政策推進チーム、東海・長野エリア政策推進チーム、近畿・北

陸エリア政策推進チーム、中四国エリア政策推進チームを、各カンパニー組織下へ移管

する。 

 店舗構造改革チームを廃止する。 

 ＜北関東・新潟カンパニー＞ 

 北新潟事業部と南新潟事業部を統合し、新潟事業部とする。 

 

[商品担当組織下] 

 政策推進部とＭＤ戦略部を統合し、商品戦略部へ改組する。 

 アジアシフト推進部、ＦＴ事業部を新設する。 

 スポーツ＆レジャー事業部を配置する。 

＜住居余暇商品企画本部＞ 

 ガーデニング・グリナリー商品部を、ガーデニング・グリナリー事業部に改組する。 

 デジタル事業開発部を、デジタル事業部へ改称する。 
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＜Ｈ＆ＢＣ商品企画本部＞ 

 ノンフーズ・ヘルス商品部および調剤・医療運営部を再編し、ノンフーズ商品部、ヘル

スケア・調剤商品部を新設する。 

 

[デジタル推進担当組織下] 

 デジタル推進チームを新設する。 

 

[ディベロッパー本部組織下] 

 建設部および店舗企画部を統合し、ディベロッパー企画部へ改組する。 

 ＳＣ企画部およびＳＣ管理部を廃止し、ＳＣサポート部を新設する。 

 

[管理担当組織下] 

 人事総務本部組織下に、人事部および総務部を配置する。 

 人事企画部およびダイバーシティ推進部を廃止し、その機能を人事部へ移管する。 

 人材育成部および実務訓練部を廃止し、その機能をストアオペレーション部および人事

部へ移管する。 

 コントロール部を廃止し、その機能を経営企画部へ移管する。 

 ＧＭＳ事業サポートチームを新設する。 

 

２．人事異動（２月２１日付） 

[カンパニー組織下]  

※「Ｃ」はカンパニーの略です。 

【新職】 【現職】 【氏名】 

＜東北カンパニー＞ 

宮城事業部長 北関東・新潟Ｃ 西埼玉事業部長 立石  真辞 

コミュニケーション部長 東北Ｃ 営業企画部長 山元  環樹 

人事総務部長 東北Ｃ 総務部長 宮原  裕行 

衣料商品部長 衣料商品企画本部 鞄・服飾商品部長 石岡  公治 

食品商品部長 食品商品企画本部 東北商品部長 西田  茂樹 

住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 
住居余暇商品企画本部・Ｈ＆ＢＣ商品企画

本部 東北商品部長 
松村  隆司 

店舗開発部長 ディベロッパー本部 東北開発部長 門間  雅己 

ＳＣ部長 ディベロッパー本部 ＳＣ東北事業部長 山﨑  保光 

エリア政策推進チームリーダー 東北エリア政策推進チームリーダー 立花  清已 

＜北関東・新潟カンパニー＞ 

西埼玉事業部長 イオン（株）出向 打田  智美 

新潟事業部長 南新潟事業部長 滝野  哲也 

コミュニケーション部長 北関東・新潟Ｃ 営業企画部長 川村   明 
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【新職】 【現職】 【氏名】 

人事総務部長 人事部長 下村  弘樹 

衣料商品部長 衣料商品企画本部 北関東・新潟商品部長 中本  賢二 

食品商品部長 食品商品企画本部 中四国商品部長 渡辺  泰宏 

住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 
Ｈ＆ＢＣ商品企画本部 コーディネーター

部長 
池幡   実 

店舗開発部長 イオンモール（株）出向 加地  明彦 

ＳＣ部長 
ディベロッパー本部 ＳＣ北関東・新潟事

業部長 
小畠   修 

エリア政策推進チームリーダー 南関東エリア政策推進チームリーダー 守屋  正昭 

＜南関東カンパニー＞ 

南千葉事業部長 北関東・新潟Ｃ 北新潟事業部長 井上  良和 

西神奈川山梨事業部長 イオン（株）出向 佐藤   大 

コミュニケーション部長 南関東Ｃ 営業企画部長 藤田  一夫 

人事総務部長 東北Ｃ 人事教育部長 楯   昌樹 

衣料商品部長 衣料商品企画本部 南関東商品部長 鰐渕  克美 

食品商品部長 食品商品企画本部 南関東商品部長 松本  金蔵 

住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 
住居余暇商品企画本部・Ｈ＆ＢＣ商品企画

本部 南関東商品部長 
大森   修 

店舗開発部長 ディベロッパー本部 南関東開発部長 中島  裕文 

ＳＣ部長 ディベロッパー本部 ＳＣ南関東事業部長  森本  典彦 

エリア政策推進チームリーダー イオンマレーシア出向 小松  幸代 

＜東海・長野カンパニー＞ 

名岐事業部長 イオン東岸和田店長 川本  昌彦 

経営企画部長 実務訓練部長 山本   実 

コミュニケーション部長 東海・長野Ｃ 営業企画部長 川瀬  裕正 

人事総務部長 東海・長野Ｃ 総務部長 萩本   学 

衣料商品部長 衣料商品企画本部 東海・長野商品部長 中元  靖明 

食品商品部長 食品商品企画本部 東海・長野商品部長 七尾  宣靖 

住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 
住居余暇商品企画本部・Ｈ＆ＢＣ商品企画

本部 東海・長野商品部長 
隆杉  幸弘 

店舗開発部長 ディベロッパー本部 東海・長野開発部長 保富  俊二 

ＳＣ部長 
ディベロッパー本部 ＳＣ東海・長野事業

部長 
片倉  信明 

エリア政策推進チームリーダー 東海・長野エリア政策推進チームリーダー 川上  雅義 

＜近畿・北陸カンパニー＞ 

コミュニケーション部長 イオン大垣店長 高木  美宏 

人事総務部長 経営企画部長 入江  道之 

衣料商品部長 衣料商品企画本部 近畿・北陸商品部長 木山   裕 
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【新職】 【現職】 【氏名】 

食品商品部長 食品商品企画本部 近畿・北陸商品部長 西原  義隆 

住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 
住居余暇商品企画本部・Ｈ＆ＢＣ商品企画

本部 近畿・北陸商品部長 
米谷  元宏 

店舗開発部長 ディベロッパー本部 開発企画部 綿谷  賢一 

ＳＣ部長 
ディベロッパー本部 ＳＣ近畿・北陸事業

部長 
冨村  義生 

エリア政策推進チームリーダー 近畿・北陸エリア政策推進チームリーダー 中村   謙 

＜中四国カンパニー＞ 

コミュニケーション部長 中四国Ｃ 営業企画部長 青木  武志 

人事総務部長 中四国Ｃ 総務部長 春名  克紀 

衣料商品部長 衣料商品企画本部 中四国商品部長 澤井  哲雄 

食品商品部長 ＭＤ戦略部長 福原 多賀志 

住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 
住居余暇商品企画本部・Ｈ＆ＢＣ商品企画

本部 中四国商品部長 
角   繁行 

店舗開発部長 ディベロッパー本部 北関東・新潟開発部長 佐藤  正一 

ＳＣ部長 ディベロッパー本部 ＳＣ中四国事業部長 竹田  吉幸 

エリア政策推進チームリーダー 中四国Ｃ 店舗構造改革チームリーダー 横山  昭彦 

 

[商品担当組織下] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

＜衣料商品企画本部＞ 

インナー商品部長 衣料商品企画本部 東北商品部長 小林  和郎 

キッズ商品部長 インナー商品部長 堀内  新吾 

鞄・服飾商品部長 キッズ商品部長 小田嶋 淳子 

＜住居余暇商品企画本部＞ 

ガーデニング・グリナリー事業部

長 
経営企画部 仲野   滋 

デジタル事業部長 デジタル事業開発部長 橋本  昌一 

＜Ｈ＆ＢＣ商品企画本部＞ 

ヘルスケア・調剤商品部長 
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 
東   直仁 

ノンフーズ商品部長 ノンフーズ・ヘルス商品部長 保坂  千津 

コーディネーター部長 ノンフーズ商品部 森清  智之 

＜商品担当直下＞ 

商品戦略部長 政策推進部長 檜皮  淳一 

アジアシフト推進部長 イオン（株）出向 片山  忠史 

ＦＴ事業部長 商品担当付 木下  尚久 
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 [ディベロッパー本部組織下] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

ディベロッパー企画部長 ディベロッパー本部長付 前田   顕 

ＳＣサポート部長 ＳＣ管理部長 中野  敬之 

 

[デジタル推進担当組織下] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

デジタル推進チームリーダー イオン（株） 青柳  英樹 

 ※青柳英樹は、イオン（株）デジタル事業推進リーダーを兼務します。 

 

[管理担当組織下] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

経営企画部長 コントロール部長 宮崎   浩 

財務経理部長 イオンビッグマレーシア出向 大山  晃浩 

人事部長 人材育成部長 細田  昌幸 

ＧＭＳ事業サポートチームリー

ダー 
北関東・新潟Ｃ 総務部長 佐方  圭二 

 

[出向] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

イオン（株）出向 北関東・新潟Ｃ 人事教育部長 服部  春樹 

イオングループ中国本社出向 財務経理部長 中野  俊哉 

イオン華東出向 ガーデニング・グリナリー商品部長 杜若  政彦 

イオンマレーシア出向 南関東Ｃ 西神奈川山梨事業部長 小寺  博之 

イオンモール（株）出向 南関東Ｃ 人事教育部長 岡本  正彦 

イオンモール（株）出向 ディベロッパー本部 近畿・北陸開発部長 兼古   剛 

（株）ダイエー 南関東Ｃ 南千葉事業部長 錦戸  一富 

 

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

         


