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２ ０ １ ６ 年 ９ 月 ６ 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６日付） 

≪機構改革の基本方針≫ 

(1) 地域密着経営の更なる深耕

各カンパニーの経営体制強化に向けた取り組みをより一層進めていくため、 

カンパニー組織の再編を実施します。特に、成長著しいＨ＆ＢＣ分野と、有望な

マーケットである首都圏の食品分野において、商品組織の機能強化をはかります。 

(2) 新たな成長分野への対応

これまで進めてきた“イオンスタイル”を中心とする商品改革・売場改革や、

専門店に負けない特定の品種を深堀した専門ショップ型の売場開発、さらには 

市場の動向やトレンドをふまえた新たな事業アイデアやビジネスモデルの創出を

継続的に進めていく体制を構築します。 

(3) 経営管理機能の再編

当社内における戦略機能および経営管理機能の再編を実施するとともに、当社

の子会社経営管理の機能強化をはかるため、管理部門の組織体制を改編します。 

［カンパニー組織］ 

 各カンパニー組織下の住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部を、住居余暇商品部および 

Ｈ＆ＢＣ商品部に再編する。 

＜東北カンパニー＞ 

 イオンエクスプレス事業部を新設する。 

＜南関東カンパニー＞ 

 食品商品部を、千葉食品商品部、東京山梨食品商品部、神奈川食品商品部に再編  

する。 

［商品担当下］ 

＜住居余暇商品企画本部＞ 

 パンドラ事業部をパンドラ商品部に改組する。 

 ガーデニング・グリナリー事業部をガーデニング・グリナリー商品部に改組する。 
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＜キッズ商品企画本部＞ 

 キッズリパブリック商品部を新設する。 

＜ＩＭＯ本部＞ 

 ビジネス創出部、物件開発部、ビジネスサポート部を新設する。 

 

［ディベロッパー本部下］ 

 ディベロッパー副本部長（ＳＣ担当）組織下に、リーシング企画部を新設する。 

 

［管理担当下］ 

 経営管理本部を新設する。同組織下に、財務経理部および関連企業部（ＧＭＳ事業

サポートチームを改組）を配置する。 

 経営企画部を再編し、コントロール部に改組する。 

 

［社長直轄組織］ 

 社長室および管理担当下の経営企画部を再編し、経営企画部を配置する。 

 

 

２．執行役員異動（９月６日付） 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

ディベロッパー本部長 ディベロッパー本部長兼社長室長 関   延明 

 

 

３．人事異動（９月６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＞ 

イオン青森店長 イオン利府店 平井   昇 

イオン江釣子店長 イオン仙台富沢店長 杉本  一男 

イオン盛岡店長 イオン近江八幡店長 金親  世二 

イオン仙台店長（*） イオンスタイル岡山店長 河本  吉幸 

イオン仙台富沢店長 イオン仙台中山店 浜田 小百合 

イオン富谷店長 イオン三川店長 入江  浩三 

イオン酒田南店長 イオン相馬店長 細矢  一司 

イオン三川店長 イオン青森店長 亀野  岳志 

イオン相馬店長 イオンスタイル天童 秋山  智之 

住居余暇商品部長 東北Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 松村  隆司 

Ｈ＆ＢＣ商品部長 イオン酒田南店長 小野  詩子 

イオンエクスプレス事業部長 東北Ｃ支社長付 原  千斗世 



 3 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜北関東・新潟カンパニー＞ 

イオン高萩店長 イオン新潟南店 藤井  浩史 

イオンスタイル水戸内原店長 イオン桜井店長 松井  俊博 

イオンみぶ店長 イオン川口前川店 黒岩   剛 

イオン羽生店長 イオンスタイル和歌山店長 廣橋  義徳 

イオン与野店長 イオンスタイル水戸内原店長 村松  秀喜 

イオンスタイルレイクタウン店長 イオンスタイルワンダーシティ店長 秋山  哲朗 

住居余暇商品部長 
北関東・新潟Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ

商品部長 
池幡   実 

Ｈ＆ＢＣ商品部長 ノンフーズ商品部長 保坂  千津 

＜南関東カンパニー＞ 

イオン柏店長 イオン久里浜店長 塚本   央 

イオン千葉長沼店長（*） イオン南砂町スナモ店長 児島  克也 

イオン千葉ニュータウン店長 イオン本牧店長 中野  公現 

イオン東金店長 イオン千葉長沼店長（*） 金谷  浩史 

イオン長浦店長（*） イオンスタイル幕張新都心 谷本  和彦 

イオン成田店長 イオン赤羽北本通り店長（*） 神谷  友啓 

イオンノア店長 イオン（株）出向 石黒  忠明 

イオン船橋店長 イオン岡崎南店長 前川  謙吾 

イオン幕張店長 イオン長浦店長（*） 富田  朝一 

イオン南行徳店長（*） イオン東金店長 河内  清一 

イオン茂原店長 南関東Ｃ千葉市事業部 加藤  政義 

イオン赤羽北本通り店長（*） 南関東Ｃ千葉県事業部 畑中  裕人 

イオン南砂店長 イオン柏店長 平林   裕 

イオン南砂町スナモ店長 南関東Ｃ支社長付 藤田  憲良 

イオン伊勢原店長（*） イオン成田店 古園   隆 

イオン久里浜店長 南関東Ｃ支社長付 内海   敏 

イオン本牧店長 イオンバイク（株）出向 櫻井  伸彦 

イオン大月店長（*） 南関東Ｃエリア政策推進チーム 森本  悦夫 

千葉食品商品部長 南関東Ｃ食品商品部 吉田  公夫 

東京山梨食品商品部長 南関東Ｃ食品商品部長 大谷   経 

神奈川食品商品部長 イオン盛岡店長 奥村  太郎 

住居余暇商品部長 イオン羽生店長 山田  高政 

Ｈ＆ＢＣ商品部長 南関東Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部長 大森   修 

＜東海・長野カンパニー＞ 

イオン箕輪店長 イオン春日井店 佐々木 智子 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン袋井店長 イオン蒲郡店長 原田 愼一 

イオン岡崎南店長 イオン与野店長 三浦 辰夫 

イオン蒲郡店長 イオン四日市北店 松谷 誠吾 

イオン豊川店長 イオン松江店長 入江 秀幸 

イオン八事店長 イオン白子店長 福本 慶子 

イオンスタイルワンダーシティ

店長
イオン船橋店長 木村 英二 

イオン伊勢店長 イオン袋井店長 関   真一 

イオン白子店長 東海・長野Ｃ三重事業部 石川  博己 

イオン津店長 イオン箕輪店長 髙島  彩子 

住居余暇商品部長 
東海・長野Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商

品部長 
隆杉 幸弘 

Ｈ＆ＢＣ商品部長 南関東Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商品部 須佐美 芳之 

エリア政策推進チームリーダー 東海・長野Ｃエリア政策推進チーム 脇田 賢一 

＜近畿・北陸カンパニー＞ 

イオン御経塚店長 イオン野々市南店長 平出  正博 

イオン野々市南店長 イオン久御山店 森本  成裕 

イオン近江八幡店長 イオン小野店長 永瀬  英則 

イオンスタイル草津店長 （株）光洋 出向 日下  知明 

イオン東山二条店長 イオン高槻店 杉山 知奈美 

イオン桜井店長 イオン御経塚店長 青戸  宏和 

イオン富雄店長（*） イオン淡路店長 黒田  崇裕 

イオン西大和店長 （株）ダイエー 山田   聡 

イオン大日店長 イオンスタイルレイクタウン店長 青柳  正一 

イオン鶴見緑地店長 イオン古川橋店長（*） 柴崎  孝明 

イオン日根野店長 イオンスーパーセンター（株）出向 保田  孝文 

イオン古川橋店長（*） 近畿・北陸Ｃ兵庫事業部 菊地  永俊 

イオン南千里店長 イオン東山二条店長 武本  信二 

イオンスタイル和歌山店長 イオン寝屋川店長 米谷  正博 

イオン淡路店長 イオンスタイル京都桂川 梶本   望 

イオン小野店長 イオンスタイル四條畷 原   誠治 

イオン神戸北店長 イオン南行徳店長（*） 星野  秀晴 

イオン竜野店長（*） イオンりんくう泉南店 坂井  勝則 

イオン山崎店長 イオン竜野店長（*） 横山  慎吾 

住居余暇商品部長 
近畿・北陸Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商

品部長 
米谷  元宏 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

Ｈ＆ＢＣ商品部長 
近畿・北陸Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ商

品部 
中西  一司 

ＳＣ部長 イオン大日店長 福江   潔 

＜中四国カンパニー＞ 

イオンスタイル岡山店長 イオン鶴見緑地店長 金野   司 

イオン菅田店長 イオンスタイル岡山 久保  和義 

イオン松江店長 イオン防府店長 神本  圭一 

イオン防府店長 中四国Ｃ経営企画部 藤岡  慶太 

住居余暇商品部長 
中四国Ｃ住居余暇＆Ｈ＆ＢＣ商品

部 
長江  邦夫 

Ｈ＆ＢＣ商品部長 
中四国Ｃ住居余暇＆Ｈ＆ＢＣ商品

部長 
角   繁行 

 

 

 [商品担当組織下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜住居余暇商品企画本部＞ 

パンドラ商品部長 パンドラ事業部長 丸山  優一 

ガーデニング・グリナリー商品

部長 
ガーデニング・グリナリー事業部長 仲野   滋 

リフォーム部長 ステーショナリー・家電商品部 脇坂  賢治 

＜Ｈ＆ＢＣ商品企画本部＞ 

副本部長 （株）ＣＦＳコーポレーション 難波  広幸 

グループ商品調達部長 兼 ノン

フーズ商品部長 
グループ商品調達部長 犬丸  久美 

＜キッズ商品企画本部＞ 

キッズリパブリック商品部長 パンドラ事業部 佐藤   香 

＜ＩＭＯ本部＞ 

ビジネス創出部長 ＩＭＯ本部 井関  定直 

物件開発部長 近畿・北陸Ｃ ＳＣ部長 冨村  義生 

ビジネスサポート部長 ＩＭＯ本部 馬場  俊彰 

 

 

[オムニチャネル推進担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

ネットスーパー推進部長 デジタル推進部長 青柳  英樹 

デジタル推進部長 イオンドットコム（株） 安岡  武人 
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 [ディベロッパー本部下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

副本部長（ＳＣ担当）兼 リーシ

ング企画部長
社長室 合田  正典 

 [管理担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

経営管理本部長 兼 財務経理部長 財務経理部長 大山 晃浩 

関連企業部長 ＧＭＳ事業サポートチームリーダー 佐方  圭二 

コントロール部長 経営企画部長 高橋  英伸 

人事部長 人事部 片寄  志津 

 [社長直轄組織] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

経営企画部長 人事部長 細田  昌幸 

[出向] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

（株）中合 
ディベロッパー本部 副本部長（Ｓ

Ｃ担当） 
永田 浩二 

[出向解除] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

（株）ダイエー イオン仙台店長（*） 安福  英和 

（株）ダイエー イオン大月店長（*） 井出川  薫 

以 上 


