
 1 

２０１５年８月２８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 

 

 

イオンは、本年度期首より、「お客さま第一」「地域密着」「現場主義」を実現する新たな

グループ経営体制の確立に向けた改革を進めています。 

 

イオンリテール株式会社（以下、当社）では、２０１５年２月の機構改革にて、地域単

位で柔軟かつ迅速に経営判断・執行するための最適な経営体制の構築を進めるべく、その

第１フェーズとして、本社機能をスリム化した上で、地域カンパニーや店舗・事業所の人

材、権限、機能を強化してきました。 

また、２０１５年６月にはイオン商品調達株式会社と当社間で機能統合をはかり、スケ

ールメリットの追求とお客さまの多様なライフスタイルやニーズへの迅速な対応を両立さ

せるための組織基盤を構築しました。 

 

このたび当社は、地域密着経営の更なる深耕と、ＧＭＳ改革の推進強化を目的とした組

織改革を下記の通り実施します。 

改革のポイントは、以下の通りです。 

 

１. 地域カンパニー・店舗への更なる人材シフト 

それぞれの地域の暮らしに密着した品揃え・サービスを充実させるために、商品企画

本部を中心に、地域カンパニー・店舗へ人材をシフトすることで、カンパニー組織の

機能強化を進め、カンパニーの自律的な経営を実現します。 

 

２. 商品部組織の再編 

商品担当組織下にある商品調達機能と既存商品部機能の再編を行うことで、双方の機

能を融合・一体化し、“グローバル”と“ローカル”を兼ね備えた多様性のある品揃え、

そして地域特性に応じた最適な品揃えを実現する商品部組織を構築します。 

 

３. 成長市場への取り組み 

多様化し変化するお客さまニーズへ迅速に対応すべく、これまで推進してきた“専門

店化”の取り組みをより一層加速させることを目的とし専門事業部門を新設します。 
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≪ 記 ≫ 

 

１．機構改革（９月１日付） 

 

[商品担当組織下] 

＜食品商品企画本部＞ 

 グループ生鮮調達統括部を廃止する。 

農産調達部は、農産商品部と統合し、農産企画部に再編する。 

水産調達部は、水産商品部と統合し、水産企画部に再編する。 

畜産調達部は、畜産商品部と統合し、畜産企画部に再編する。 

 グロッサリー商品部をグロッサリー企画部に改組する。 

 デイリー商品部をデイリー企画部に改組する。 

 デリカ商品部をデリカ企画部に改組する。 

 デリカ商品開発部をデリカ開発部に改組する。 

 輸出推進部を新設する。 

＜住居余暇商品企画本部＞ 

 ホームファッション商品統括部を新設するとともに、同組織下にホームファニシ

ング商品部およびハウスホールド商品部を配置する。 

 開発企画管理部を廃止する。 

＜商品担当直轄＞ 

 商品調達管理統括部を廃止する。同組織下の商品調達輸入業務部と商品調達管理

部を統合し、輸入・調達管理部に再編する。 

 リカー事業部を新設する。 

 イオンスマイル事業部を新設する。 

 

[タスクフォース担当組織下] 

 営業力強化チームを廃止し、その機能をカンパニーへ移管する。 

 

２．人事異動（９月１日付） 

［カンパニー組織下］ 

※「Ｃ」はカンパニーの略です。 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜東北カンパニー＞ 

東北Ｃ店舗開発部長 東北Ｃ店舗開発部 山内  政光 

イオン七戸十和田駅前店長 東北Ｃ経営企画部 秦    繁 

イオン藤崎店長 南関東Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部 川淵  弘章 

イオン御所野店長 イオン狭山店長 宮   義範 

イオン多賀城店長 イオン七戸十和田駅前店長 内藤  忠志 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン船岡店長 イオン藤崎店長 千葉  祐子 

イオンスタイル天童店長 イオン東神奈川店長 伊藤  将彦 

イオン山形南店長 Ｒ.Ｏ.Ｕ（株）出向 倉科   弘 

＜北関東・新潟カンパニー＞ 

イオン大宮店長 イオン山形南店長 目谷  雅史 

イオン狭山店長 イオン浦和美園店 中西  功一 

イオン太田店長 イオンスタイル天童店長 西野   仁 

イオン高崎店長 イオンスーパーセンター（株）出向 遠藤   博 

イオン小千谷店長 イオンラブラ万代店長 山田  裕之 

イオン県央店長 イオン高崎店 佐々木まゆみ 

イオンラブラ万代店長 イオンスタイルレイクタウン 大森  謙次 

＜南関東カンパニー＞ 

東千葉事業部長 イオン東久留米店長 林   博明 

南関東Ｃコミュニケーション部長 東千葉事業部長 鈴木   太 

南関東Ｃ食品商品部長 イオントップバリュ（株）出向 大谷   経 

イオン臼井店長 イオンスタイル鎌取 遠藤  和幸 

イオン鎌ヶ谷店長 イオン西新井店長 松田  雅之 

イオン千葉ニュータウン店長 イオン多賀城店長 山口  康子 

イオン富津店長 南関東Ｃエリア政策推進チーム 入江  信行 

イオン幕張店長 イオン久里浜店長 藤田   潔 

イオンマリンピア店長 イオン千葉ニュータウン店長 中沢   剛 

イオン八街店長 ガーデニング・グリナリー事業部 石森 紀代江 

イオン西新井店長 イオン津田沼店 堀口 恵津子 

イオン東久留米店長 イオン西大津店長 進    亨 

ザ・ビッグ昭島店長 イオン臼井店長 渡辺  佳章 

イオン久里浜店長 ザ・ビッグ昭島店長 塚本   央 

イオン茅ヶ崎中央店長 イオン甲府昭和店長 佐山  幸司 

イオンつきみ野店長 イオンスタイル幕張新都心 五味   厳 

イオン東神奈川店長 イオンつきみ野店長 小林  英之 

イオン甲府昭和店長 南関東Ｃ経営企画部 山本  哲也 

＜東海・長野カンパニー＞ 

北三重事業部長 イオン（株）出向 村瀬   治 

イオン飯田店長 イオン東浦店 奥田  忠司 

イオン岐阜店長 イオン飯田店長 藤原  洋子 

イオン松阪店長 イオン豊川店 牧  あかね 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンリテールストア（株） 

今池店長 
（株）ダイエー 岩尾  祐紀 

イオンリテールストア（株） 

金山店長 
（株）ダイエー 上床   睦 

イオンリテールストア（株） 

上飯田店長 
（株）ダイエー出向 新庄  博文 

イオンリテールストア（株） 

名古屋東店長 
（株）ダイエー出向 串田  浩二 

イオンリテールストア（株） 

メイトピア店長 
東海・長野Ｃ支社長付 村木  幸江 

＜近畿・北陸カンパニー＞ 

イオン西大津店長 イオン箕面店長 浦手  雄治 

イオン京都西店長 イオン野田阪神店 高畑  正範 

イオン久御山店長 （株）ダイエー 梅本  雅則 

イオン東山二条店長 マックスバリュ中部（株）出向 武本  信二 

イオン福知山店長 イオン高見店長 山田 千恵子 

イオンいかるが店長 イオンスタイル京都桂川 中島  匡紀 

イオン貝塚店長 イオンいかるが店長 植田  卓也 

イオン高槻店長 イオン高砂店長 肥野  純子 

イオン高見店長 イオン布施駅前店 柴﨑  文絵 

イオン東大阪店長 （株）ダイエー 上野  弘幸 

イオン箕面店長 イオン福知山店長 永井  文貴 

イオン洲本店長 イオンストアーズ香港出向 坂本   剛 

イオン高砂店長 （株）ダイエー 松本  信男 

イオンつくしが丘店長 近畿・北陸Ｃ人事総務部 川崎   洋 

＜中四国カンパニー＞ 

イオン日吉津店長 イオン三原店長 今田  直人 

イオン倉敷店長 イオン綾川店長 氏家  重之 

イオン出雲天神店長 イオン広島祇園店 片山  修二 

イオン三原店長 営業力強化チーム 渡邊  賢司 

イオン綾川店長 人事・総務本部 人事部 天池  志光 

イオン松山店長 イオン高知旭町店長 川本  賢吾 

イオン高知旭町店長 イオン出雲天神店長 前田  尚平 
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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＞ 

レディス商品部長 タウンエレガンス事業部長 土田  幸一 

タウンエレガンス事業部長 
衣料商品企画本部ショップ事業

統括部 
蒲地  祥子 

＜食品商品企画本部＞ 

副本部長 
グループ生鮮統括調達部長 

兼 畜産調達部長 
中野   修 

農産企画部長 農産商品部長 室井  英男 

水産企画部長 南関東Ｃ食品商品部長 松本  金蔵 

畜産企画部長 畜産商品部長 釼持   彰 

グロッサリー企画部長 グロッサリー商品部長 大西  秀昭 

デイリー企画部長 デイリー商品部長 宇治  知英 

デリカ商品統括部長 兼 デリカ

開発部長 

デリカ商品統括部長 兼 デリカ

商品開発部長 
西野   克 

デリカ企画部長 デリカ商品部長 鈴木  雅光 

輸出推進部長 農産調達部長 頼房  伸吾 

＜住居余暇商品企画本部＞ 

ホームファッション商品統括部

長 
開発企画管理部長 市村  賢次 

＜商品担当直轄＞ 

輸入・調達管理部長 商品調達管理部長 岡   芳弘 

リカー事業部長 営業力強化チームリーダー 岩月  利夫 

イオンスマイル事業部長 商品担当付 小川  孝之 

 

 

 [ディベロッパー本部組織下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

副本部長（開発担当） イオンモール（株）出向 齊藤  靖範 

副本部長（ＳＣ担当） 
グランド・ジェネレーションスト

ア推進チームリーダー 
永田  浩二 

ビブレ・フォーラス事業部 秋田フォーラス館長 奥田  高司 

秋田フォーラス館長 名古屋ワンダーシティビブレ館長 山本  克彦 

明石ビブレ館長 明石ビブレ 山岡   浩 

名古屋ワンダーシティビブレ館

長 
ビブレ・フォーラス事業部 佐久間 亮次 
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 [タスクフォース担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

タスクフォース担当 
タスクフォース担当兼イオンス

タイル推進チームリーダー 
後藤  千尋 

イオンスタイル推進チームリー

ダー 
管理担当付 梶屋  貴史 

グランド・ジェネレーションス

トア推進チームリーダー 

グランド・ジェネレーションスト

ア推進チーム 
杉原  博文 

キッズリパブリック推進チーム

リーダー 
北三重事業部長 南部  裕一 

 

 

[出向] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

マックスバリュ九州（株）出向 イオン倉敷店長 南谷  和彦 

（株）ダイエー出向 イオン京都西店長 坪倉  伸江 

（株）ダイエー出向 イオン登美ヶ丘店 大西  健夫 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


