
 1 

２ ０ １ ６ 年 ３ 月 ７ 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（３月７日付） 

 

［カンパニー組織］ 

 現行の３４事業部を再編し、３０事業部体制とする。 

＊）６カンパニー・３０事業部について 

カンパニー 事業部 

東北 

カンパニー 
青森岩手事業部、秋田事業部、宮城事業部、山形福島事業部 

北関東・新潟 

カンパニー 

茨城事業部、栃木群馬事業部、埼玉県事業部、さいたま市事業部、

新潟事業部 

南関東 

カンパニー 

千葉県事業部、千葉市事業部、東京山梨事業部、神奈川事業部、 

横浜川崎事業部 

東海・長野 

カンパニー 

長野事業部、岐阜事業部、静岡事業部、愛知事業部、 

名古屋事業部、三重事業部 

近畿・北陸 

カンパニー 

北陸事業部、京都滋賀事業部、奈良和歌山事業部、大阪府事業部、

大阪市堺市事業部、兵庫事業部、神戸事業部 

中四国 

カンパニー 
山陽事業部、山陰事業部、四国事業部 

 

［商品担当下］ 

＜衣料商品企画本部＞ 

 ショップ事業統括部を廃止し、同組織下の事業部を、衣料商品企画本部長の直轄組

織とする。 

 レディス・メンズ・キッズ商品開発部を、ファッション商品開発部へ改組する。 

＜食品商品企画本部＞ 

 グループＮＢ調達統括部を廃止し、同組織下のグロッサリー調達部およびデイリー

調達部を、食品商品企画本部長の直轄組織とする。 

＜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、ホームコーディ商品統括部に改称する。 

＜キッズ商品企画本部＞ 

 衣料商品企画本部組織下からキッズ商品部を移管し、配置する。 
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＜商品担当直轄＞ 

 アジアシフト推進部と食品商品企画本部組織下の輸出推進部を統合し、海外商品部

に再編する。 

 

［オムニチャネル推進担当下］ 

 オムニチャネル統括部を新設し、ネットスーパー推進部（ネットスーパー事業部を

改称）およびデジタル推進部（デジタル推進チームを改称）を配置する。 

 

［管理担当下］ 

 ストアオペレーション本部組織下に、ストアオペレーション部を配置するとともに、

ＩＴ物流企画部を新設・配置する。 

 

 

２．人事異動（３月７日付） 

［カンパニー組織］ 

※「Ｃ」はカンパニーの略です。 

※「＊」印はイオンリテールストア（株）の店舗です。 

 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜東北カンパニー＞ 

イオン八戸田向店長 マックスバリュ中部（株）出向 船本   剛 

イオン江刺店長 東北Ｃ食品商品部 田母神 明伸 

イオン前沢店長 東北Ｃコミュニケーション部 社本  一郎 

イオン大曲店長 ＦＴ事業部 山本  陽一 

イオン気仙沼店長 イオン大曲店長 小川  明義 

イオン利府店長 イオン福島店長 市川  裕記 

イオン米沢店長 イオンスーパーセンター（株）出向 佐藤   茂 

イオン福島店長 イオン八戸田向店長 宮腰  八郎 

イオン仙台店長（*） ダイエー仙台店長 安福  英和 

＜北関東・新潟カンパニー＞ 

埼玉県事業部長 西埼玉事業部長 打田  智美 

さいたま市事業部長 東埼玉事業部長 平井  一巳 

イオン那珂町店長 ザ・ビッグ八潮南店長 蒐場  広樹 

イオン大宮西店長 イオンスタイル北戸田店 阿曽  達郎 

イオン新座店長 イオン那珂町店長 秋山  佳男 

ザ・ビッグ八潮南店長 北関東・新潟Ｃコミュニケーション部 増山   篤 

イオン長岡店長 イオン大宮西店長 上山   智 

イオン新潟青山店長 イオンマレーシア出向 小熊  満之 

イオン村上東店長 イオン新発田店 加藤  章絵 

イオン北本店長（*） ダイエー北本店長 徳田   歩 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン所沢店長（*） ダイエー所沢店長 渡辺   渡 

イオン東鷲宮店長（*） ダイエー東鷲宮店長 清水  保孝 

イオン南越谷店長（*） ダイエー南越谷店長 鈴木   賢 

＜南関東カンパニー＞ 

千葉県事業部長 東千葉事業部長 林   博明 

千葉市事業部長 イオンスタイル幕張新都心店長 平   光一 

東京山梨事業部長 東京事業部長 大前  一也 

神奈川事業部長 西神奈川山梨事業部長 佐藤   大 

横浜川崎事業部長 東神奈川事業部長 大西   勝 

イオン市川妙典店長 イオン三好店長 川口  弘芳 

イオン稲毛店長 イオン長浜店長 赤根  久信 

イオンスタイル鎌取店長 イオン稲毛店長 針金  健史 

イオンスタイル木更津店長 イオン銚子店長 大杉  尚裕 

イオン銚子店長 イオン久里浜店 宮内  敏明 

イオンスタイル幕張新都心店長 イオン板橋店長 柴田  昭孝 

イオン板橋店長 イオンスタイル木更津店長 石河  康明 

イオンスタイル御嶽山駅前店長 イオン藤沢店長 嶋内 久美子 

イオン葛西店長 イオン加西北条店長 中原  宏平 

イオン品川シーサイド店長 イオン天王町店長 高橋  裕司 

イオン東雲店長 西山陽事業部長 山下  浩幸 

イオンスタイル多摩平の森店長 イオン駒岡店長 足名  大輔 

イオンむさし村山店長 イオン高の原店長 川畑  裕忠 

イオン駒岡店長 イオン東雲店 浅野  正憲 

イオン相模原店長 イオン品川シーサイド店長 乾   洋一 

イオン天王町店長 南関東Ｃ支社長付 浅井  弥一 

イオン藤沢店長 南関東Ｃコミュニケーション部 遠藤  一郎 

イオン大和鶴間店長 南関東Ｃ支社長付 鈴木  貴雄 

イオン新浦安店長（*） ダイエー新浦安店長 荻原  正明 

イオン千葉長沼店長（*） ダイエー千葉長沼店長 金谷  浩史 

イオン長浦店長（*） ダイエー長浦店長 富田  朝一 

イオン南行徳店長（*） ダイエー南行徳店長 星野  秀晴 

イオン赤羽北本通り店長（*） ダイエー赤羽北本通り店長 神谷  友啓 

イオン練馬店長（*） ダイエー練馬店長 藤巻  靖久 

イオン碑文谷店長（*） ダイエー碑文谷店長 福西  陵生 

イオン伊勢原店長（*） ダイエー伊勢原店長 桑原  正男 

イオン金沢八景店長（*） ダイエー金沢八景店長 芝村  浩三 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン戸塚店長（*） ダイエー戸塚店長 寺内  博史 

イオン東戸塚店長（*） ダイエー東戸塚店長 岡澤  譲治 

イオン横須賀店長（*） ダイエー横須賀店長 岸田  英二 

イオン大月店長（*） ダイエー大月店長 井出川  薫 

南関東Ｃ経営企画部長 イオングループ中国本社出向 太田  正道 

南関東Ｃコミュニケーション部長 
南関東Ｃエリア政策推進チーム 

リーダー 
小松  幸代 

南関東Ｃ衣料商品部長 ベイエリア事業部長 北田   稔 

南関東Ｃ ＳＣ部長 東山陽事業部長 伊藤  智之 

南関東Ｃエリア政策推進チーム 

リーダー 
南関東Ｃ ＳＣ部長 佐藤  義之 

＜東海・長野カンパニー＞ 

岐阜事業部長 南三重事業部長 山田  勝久 

愛知事業部長 名岐事業部長 川本  昌彦 

三重事業部長 北三重事業部長 村瀬   治 

イオン上田店長 イオン四日市尾平店長 須佐  一二 

イオン木曽福島店長 イオン諏訪店 下田   綾 

イオン南松本店長 イオン鳥羽店長 森   拓也 

イオン各務原店長 イオン東員店長 新津   朗 

イオン関店長 イオン新座店長 伊佐  徹也 

イオン清水店長 イオン新潟青山店長 西川  吉典 

イオン浜松市野店長 イオン大高店長 岡井  慎一 

イオン大高店長 イオングループ中国本社出向 遠藤  隆雄 

イオン木曽川店長 イオン清水店長 佐藤  好美 

イオン三好店長 イオン葛西店長 桑江  達也 

イオン桑名店長 イオン南松本店長 広澤   章 

イオン大安店長 イオンスタイル名古屋茶屋 原   英人 

イオン東員店長 イオン上田店長 笠井  長明 

イオン鳥羽店長 イオン浜松市野店 島田  千秋 

イオン名張店長 イオン木曽福島店長 山岸  千春 

イオン四日市尾平店長 イオン四日市北店長 宮崎  吉久 

イオン四日市北店長 イオン名張店長 三谷  幸一 

＜近畿・北陸カンパニー＞ 

京都滋賀事業部長 京滋事業部長 神戸  一明 

奈良和歌山事業部長 大阪事業部長 片岡  久芳 

大阪府事業部長 奈良事業部長 西垣  幸則 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

大阪市堺市事業部長 阪和事業部長 山地   隆 

神戸事業部長 イオンスタイル茨木店長 花谷  稔幸 

イオン高岡店長 イオンもりの里店 竹内  順子 

イオン高岡南店長 イオン伏見店長 太田  和恵 

イオンスタイル草津店長 イオン和泉府中店長 大嶋  敬彦 

イオン長浜店長 イオン三木青山店長 辰巳  浩之 

イオン亀岡店長 イオン大日店 北川  貴志 

イオン高の原店長 南関東Ｃコミュニケーション部長 鈴木   太 

イオン伏見店長 イオン野田阪神店 兼松  真紀 

イオン和泉府中店長 中四国Ｃコミュニケーション部長 青木  武志 

イオンスタイル茨木店長 イオン姫路大津店長 松尾  正雄 

イオン新金岡店長 イオン西大津店 中瀬  岳晴 

イオン野田阪神店長 イオン姫路リバーシティー店長 秋川  安宏 

イオン八尾御坊前店長 イオンスタイル和歌山 小野  太郎 

イオン尼崎店長 イオン高岡店長 金剛  孝之 

イオン加西北条店長 イオン亀岡店長 森田  峰久 

イオン土山店長 イオン明石店 西嶋  賢一 

イオン姫路大津店長 イオンスタイル多摩平の森店長 橋本  幸久 

イオン姫路リバーシティー店長 イオン土山店長 大島  竜志 

イオン三木青山店長 イオン南淡路店長 羽廣  亮介 

イオン南淡路店長 イオン貝塚店 田村  友英 

イオン富雄店長（*） ダイエー富雄店長 大西  健夫 

イオン京橋店長（*） ダイエー京橋店長 長崎  正司 

イオン金剛店長（*） ダイエー金剛店長 赤木   朗 

イオン吹田店長（*） ダイエー吹田店長 粟屋  伸介 

イオン長吉店長（*） ダイエー長吉店長 大谷  一幸 

イオン古川橋駅前店長（*） ダイエー古川橋駅前店長 柴崎  孝明 

イオン甲子園店長（*） ダイエー甲子園店長 北野  牧人 

イオン竜野店長（*） ダイエー竜野店長 横山  慎吾 

イオン西宮店長（*） 近畿・北陸Ｃ支社長付 角   正彦 

イオン藤原台店長（*） ダイエー藤原台店長 坪倉  伸江 

イオン三田店長（*） ダイエー三田店長 奥田  正美 

近畿・北陸Ｃ経営企画部長 阪神事業部長 飯塚  公一 

近畿・北陸Ｃエリア政策推進 

チームリーダー 
グロッサリー企画部長 大西  秀昭 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜中四国カンパニー＞ 

山陽事業部長 南関東Ｃ支社長付 藤田  一夫 

イオン鳥取北店長 イオン利府店長 白石  正実 

イオン新居浜店長 イオンマレーシア出向 小路  和宏 

イオン高知店長 イオン新居浜店長 山下   薫 

中四国Ｃコミュニケーション部長 イオン高知店長 南   義昭 

中四国Ｃエリア政策推進チーム 

リーダー 
イオン相模原店長 宮地   伸 

 

 

 [商品担当組織下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜衣料商品企画本部＞ 

ファッション商品開発部長 南関東Ｃ衣料商品部長 鰐渕  克美 

＜食品商品企画本部＞ 

グロッサリー企画部長 グループＮＢ調達統括部長 東   広健 

＜住居余暇商品企画本部＞ 

ホームコーディ商品統括部長 ホームファッション商品統括部長 市村  賢次 

ホームファニシング商品部長 イオントップバリュ出向 沢田   泉 

パンドラ事業部長 ホームファニシング商品部長 丸山  優一 

コーディネーター部長 コーディネーター部 小河   豊 

＜キッズ商品企画本部＞ 

副本部長 
キッズリパブリック推進チーム 

リーダー 
南部  裕一 

キッズ商品部長 衣料商品企画本部キッズ商品部長 堀内  新吾 

＜商品担当直轄＞ 

海外商品部長 アジアシフト推進部長 片山  忠史 

 

 

 [オムニチャネル推進担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

オムニチャネル統括部長 
ネットスーパー事業部長 兼 

デジタル推進チームリーダー 
青柳  英樹 

ネットスーパー推進部長 ネットスーパー事業部 上田  啓介 
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 [管理担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

ストアオペレーション部長 ストアオペレーション部 傍島  律子 

ＩＴ物流企画部長 北大阪事業部長 谷口  嘉男 

総務部長 総務部 本松  才二 

 

 

 [ディベロッパー本部下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

ＳＣサポート部長 イオンモール（株）出向 大森  明美 

 

 

[出向] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオングループ中国本社出向 イオン長岡店長 米谷  耕一 

イオンマレーシア出向 イオン桑名店長 佐藤  貴也 

イオンマレーシア出向 イオン関店長 古郡  貴信 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


