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２０１７年２月２３日 

イオンリテール株式会社 

 

お客さま本位の商品分類とさらなる地域密着経営を推進 

機構改革および人事異動について 
 

イオンリテール株式会社は、お客さまの多様なライフスタイルやニーズに対応した  

「イオンスタイル」店舗や、急速な市場の成長が見られるシニアマーケットへ対応する  

「Ｇ.Ｇストア」の開発を進めるなど、２０１５年度より従来型の売場から進化し、本格的

なＧＭＳ改革に取り組んでまいりました。また、専門性の高い新たな成長業態を開発する

ことで次なる成長の芽も生み出しています。 

２０１７年度は、本格的なＧＭＳ改革の３年目として、この２年間の取り組みを深化さ

せ、確実な成果を享受し、新たなグループの柱となる事業へと成長させる１年とするため、

下記のとおり機構改革と人事異動を実施します。 

 

記 

 

１．機構改革について 

 

≪基本方針≫ 

(1)お客さま本位の商品分類を実現 

総合小売業としての強みである生活シーンやライフスタイルを基軸とした売場の構築

を最大限に発揮するために商品分類の変革を実施します。これに伴い「衣料」、「食品」、

「住居余暇」、「Ｈ＆ＢＣ」、「キッズ」の商品ライン別組織を廃止し、再構築します。

ラインの壁を取り払うことで、より柔軟にお客さまのニーズに合わせた売場と品揃えを

実現することを目指します。 

 

(2)地域密着経営のさらなる推進 

これまで本社に配置していた品揃えと販売促進に関する機能を大幅に店舗およびカン

パニーへ移管します。地域のお客さまの多様なニーズに素早く対応できる組織体制とす

ることで地域密着経営のさらなる基盤強化を目指し、権限委譲をもう一段進めます。 

 

① 店舗に個店の品揃えの決定権限を持つ責任者として、商品課長を新設します。また、

店舗全体の販売計画・稼働計画を行う責任者として、営業課長を新設することで営

業力の強化を図ります。 

② カンパニー組織に、エリアバイヤーを配置し、各店舗における地域密着経営のサポ

ート体制を強化します。 

③ 本社マーケティング、ストアオペレーション、ネットスーパー、Ｅコマースの各機

能を統合・再編し、一部機能をカンパニーへ移管することで本社機能の効率化を図

ります。 
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≪機構改革（３月１日付）≫ 

[商品担当下] 

・商品担当組織下の各商品ライン別商品企画本部を廃止し、１８商品部を配置するとと

もに、商品企画本部、商品開発本部、商品管理本部を新設します。 

・１８商品部については以下の通り 

レディス商品部、服飾商品部、メンズ商品部、インナー商品部、ショップ商品部、    

キッズ商品部、ホームファッション商品部、ホームアプライアンス商品部、     

グロサリー商品部、リカー商品部、デイリーフーズ商品部、農産商品部、畜産商品部、

水産商品部、デリカ商品部、デイリーコンビニエンス商品部、ファーマシー商品部、    

ビューティ商品部 

 

[社長直轄下] 

・オムニチャネル推進担当、コミュニケーション本部、ストアオペレーション本部の機

能を再編し、営業推進本部を新設します。 

 

[カンパニー組織] 

・各カンパニー組織下の衣料商品部、食品商品部、住居余暇商品部、Ｈ＆ＢＣ商品部を

廃止し、商品統括部を新設します。その下に商品企画部、商品管理部および１８商品

グループを配置します。 

 

２．取締役（３月１日付） 

【氏名】 【新職】 【旧職】 

岡崎 双一 
代表取締役社長 

兼 イオン㈱執行役 

代表取締役社長 

兼 イオン㈱執行役 

柴田 英二（*） 
代表取締役 執行役員副社長  

商品担当 兼 イオン㈱執行役 
イオン㈱執行役  

西松 正人（*） 
代表取締役 執行役員副社長 

管理担当 
イオン㈱執行役 

久木 邦彦 
取締役 執行役員副社長 

特命担当  

取締役 執行役員副社長  

商品担当 

齊藤  岳彦（*） 
取締役 執行役員  

営業推進本部長 
オムニチャネル推進本部長 

岡﨑  龍馬（*） 
取締役 執行役員 

ディベロッパー本部長 

イオンモール㈱  

イオンモールインドネシア 

代表取締役社長 

岡田 元也 
取締役相談役（非常勤） 

兼 イオン㈱取締役兼代表執行役社長 

取締役相談役（非常勤） 

兼 イオン㈱取締役兼代表執行役社長 

山下 昭典 
取締役（非常勤） 

兼 イオン㈱取締役兼執行役副社長 

代表取締役会長 

兼 イオン㈱取締役兼執行役副社長 

「*」印は、新任です。 

※ジェリーブラックは取締役執行役員副社長を退任します。 

※石塚幸男、後藤俊哉、大島学、辻晴芳、濵田和成、家坂有朋、山口聡一、井出武美、 

 三浦隆司、伊佐研一、中島裕子は取締役を退任します。 

※若生信弥は取締役（非常勤）を退任します。 



 3 

 

３．執行役員（３月１日付） 

【氏名】 【新職】 【旧職】 

辻  晴芳 
専務執行役員 

東海・長野カンパニー支社長 

取締役 専務執行役員 

東海・長野カンパニー支社長 

後藤 俊哉 
専務執行役員 

近畿・北陸カンパニー支社長 

取締役 専務執行役員 

近畿・北陸カンパニー支社長 

井出 武美 
専務執行役員 

南関東カンパニー支社長 

取締役 常務執行役員 

食品商品企画本部長 

濵田 和成 
専務執行役員 

北関東・新潟カンパニー支社長 

取締役 専務執行役員 

北関東・新潟カンパニー支社長 

家坂 有朋 
専務執行役員 

東北カンパニー支社長 

取締役 専務執行役員 

東北カンパニー支社長 

石塚 幸男 
専務執行役員 

人事・総務本部長 

取締役 専務執行役員 

管理担当 

浜口 好博 
専務執行役員 

中四国カンパニー支社長 

執行役員 

コミュニケーション本部長  

兼 マーケティング部長 

中島 裕子 
常務執行役員 

商品開発本部長 

取締役 常務執行役員 

Ｈ＆ＢＣ商品企画本部長 

三浦 隆司 
執行役員 

商品企画本部長 

取締役 常務執行役員 

衣料商品企画本部長 

山口 聡一 
執行役員 

商品管理本部長 

取締役 専務執行役員 

中四国カンパニー支社長 

伊佐 研一 
執行役員 

ＩＭＯ本部長 

取締役 常務執行役員 

ＩＭＯ本部長 

久永 晋也 
執行役員 

ホームファッション商品部長 

執行役員 

住居余暇商品企画本部長 

関  延明 
執行役員 

南関東カンパニー副支社長 

執行役員 

ディベロッパー本部長 

細田 昌幸（*） 

執行役員 

経営企画本部長 

兼 経営企画部長 

経営企画部長 

「*」印は、新任です。 

※二宮大祐、山下悟、三宅香、江畑貴正は執行役員を退任します。 
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４．新任取締役の略歴 

 

    

     氏   名  柴田 英二（しばた えいじ） 

   生年月日  １９５５年  ６月３日 

   主な経歴  

１９７９年  ３月   山陽ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社   

１９９７年  ９月   イオン㈱マックスバリュ事業本部商品部長  

２００２年  ２月   同社 マックスバリュ事業本部長   

２００４年  ２月   同社 商品戦略・トップバリュ本部長  

２００６年  ３月   ＡＥＯＮ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 

取締役社長 

２０１０年  ５月   マックスバリュ九州㈱代表取締役社長  

２０１２年  ５月   イオン商品調達㈱取締役   

２０１４年  ３月   イオン㈱執行役（現任）   

２０１４年  ３月   同社グループ商品最高責任者兼シニアシフト推進

責任者 

２０１４年  ５月   イオン商品調達㈱代表取締役社長   

２０１５年  ２月   イオン㈱商品担当（現任）   

２０１５年  ９月   イオントップバリュ㈱代表取締役社長（現任） 

 

 

  氏   名  西松 正人（にしまつ まさと） 

  生年月日  １９５５年  １月１９日 

  主な経歴   

１９７８年  ３月   ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社  

１９９６年  ４月   同社 経理部長    

２０００年  ５月   同社 取締役    

２００１年１２月   ㈱マイカル(現イオンリテール㈱)事業管財人代理 

２００２年  ３月   同社 経営管理本部長    

２００３年１０月   同社 常務取締役    

２００７年  ３月   イオン㈱グループ財経担当    

２００７年  ５月   同社 常務執行役    

２００８年  ５月   同社 グループ経理・関連企業担当   

２００８年  ８月   同社 執行役    

２００８年  ８月   同社 グループ経理・関連企業責任者  

２００９年  ４月   同社 グループ経営管理責任者   

２０１２年１０月   イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員 

２０１２年１０月   同社 財経・コントロール担当 

兼 イオン㈱グループ経営管理責任者  

２０１３年  ３月   同社 経営管理担当    

２０１５年  ２月   ㈱ダイエー取締役専務執行役員  

２０１６年 ３月   イオン㈱執行役（現任）    

２０１６年 ３月   同社 経営管理担当（現任）  
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氏   名  齊藤 岳彦（さいとう たけひこ） 

  生年月日  １９６６年１０月２５日 

  主な経歴   

１９８９年  ３月   信州ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社   

２０１１年  ２月   イオンリテール㈱住居余暇商品本部企画部長  

２０１２年  ３月   同社 住居余暇商品企画本部コーディネーター部長 

２０１３年  ９月   同社 経営企画部長    

２０１３年１１月   イオン㈱Ｅコマース事業最高経営責任者補佐  

２０１４年  ３月   イオンダイレクト㈱代表取締役社長   

２０１６年１１月  イオンリテール㈱オムニチャネル推進本部長(現任) 

      

 

  氏   名  岡﨑 龍馬（おかざき りゅうま） 

  生年月日  １９５８年 ２月７日 

  主な経歴   

１９８０年  ４月    ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社   

２００７年  ５月    同社 関東第二開発部長    

２００９年  ９月    イオンリテール㈱不動産部長   

２０１１年  ２月    イオンモール㈱国際企画部統括部長  

２０１１年  ４月    同社 アセアン開発統括部長   

２０１２年  ２月    同社 アセアン本部イオンモールインドネシア 

統括部長 

２０１２年  ９月    ＰＴ．ＡＥＯＮ ＭＡＬＬ  

ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ 社長（現任）  

２０１２年１１月    ＰＴ．ＡＭＳＬ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ社長（現任） 

 ２０１２年１１月    ＰＴ．ＡＭＳＬ ＤＥＬＴＡ ＭＡＳ社長（現任） 

    

 

５．新任執行役員の略歴 

  

  氏   名  細田 昌幸（ほそだ まさゆき） 

   生年月日   １９６４年  ８月２６日 

主な経歴   

１９８７年  ３月   ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

  ２００２年 ２月  同社 福知山店長 

 ２００７年 ９月  同社 高砂店長 

 ２０１０年 ２月 イオンリテール㈱姫路リバーシティ店長 

         ２０１１年 ２月   同社 東近畿カンパニー人事教育部長 

         ２０１３年  ３月  同社 教育訓練部長 

         ２０１５年 ２月  同社  人事部長 

         ２０１６年 ９月   同社 経営企画部長（現任） 

 

以 上 

 

 


