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２０１８年２月２８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 

 

 

イオンリテール株式会社は２０１５年より、世の中の急速な環境変化に対応するため

生活シーンやライフスタイルを基軸とした売場構築を実現する「イオンスタイル」の  

開発や、商品分類や組織の抜本的な見直しを断行するとともに、仕入れや品揃え、販促

等の権限・機能をカンパニーや店舗へ大幅に委譲するなど「お客さま本位の商品分類と

地域密着経営」を推進しています。 

これらの取り組みを足がかりとして、２０１８年度は、２０２０年のあるべき姿を  

見据え、さらなる地域密着と専門性に優れた事業を築き上げるため、下記のとおり   

機構改革および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 Ｎｏ.１リージョナルリテイラーをめざして（地域密着経営のさらなる推進） 

現在の地域カンパニー組織を、お客さまに必要な商品やサービスを迅速に提供

できるマネジメント単位に再編します。これにより東北・北関東・南関東・    

北陸信越・東海・近畿・中四国の７カンパニー体制とし、それぞれのエリアで   

名実ともにＮｏ.１をめざします。 

また、新たに営業担当を配置し、各カンパニーを「食」と「デイリーコンビニ    

エンス」を強みとした、地域に愛される魅力的な商業施設で構成する「地域事業

会社」へと成長させるため、事業基盤を構築してまいります。 

 

② 商販一体型（ＳＰＡ型）の強いカテゴリーを構築 

商品担当下に「インナーカジュアル」「キッズリパブリック」「ホーム     

コーディ」「グラムビューティーク」４つの大型ユニットを新設し、それぞれに    

責任者を配置します。これにより、専門性の高い商品やサービスをこれまで以上

に磨き上げ、収益力を高めるとともに、これらの大型ユニットを事業化し   

「商販一体事業会社」として築き上げてまいります。 
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≪機構改革（３月１日付）≫ 

 

［営業担当下］ 

 営業企画担当および営業推進本部を再編し、営業担当を新設する。 

 営業担当下に地域カンパニーを配置し、６カンパニー体制を７カンパニー体制

へ再編する。 

 

カンパニー名称 再編の概要 

東北カンパニー 変更なし 

北関東カンパニー 北関東・新潟カンパニーの新潟事業部を分割 

南関東カンパニー 変更なし 

北陸信越カンパニー 新潟事業部、長野事業部、北陸事業部を統合し新設 

東海カンパニー 東海・長野カンパニーの長野事業部を分割 

近畿カンパニー 近畿・北陸カンパニーの北陸事業部を分割 

中四国カンパニー 変更なし 

 

＜参考＞ ７カンパニー、３０事業部について 

カンパニー名称 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 

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 

北陸信越カンパニー 新潟事業部、長野事業部、北陸事業部 

東海カンパニー 
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 

近畿カンパニー 
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 
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［商品担当下］ 

 商品企画本部組織下にインナーカジュアル事業開発部、キッズリパブリック 

事業開発部、ホームコーディ事業開発部、グラムビューティーク事業開発部を

新設する。これに伴い商品開発本部を廃止し、その機能を各事業開発部へ移管

する。 

 グループ商品戦略統括部をグループ商品本部に改組する。 

 

［管理担当下］ 

 人事・総務本部および経営管理本部を廃止する。なお、人事・総務本部組織下

の人事部および総務部、経営管理本部組織下の財務経理部および関連企業部は、   

管理担当直轄組織とする。 

 

 

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 

代表取締役 執行役員副社長 

商品担当 兼 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 

代表取締役 執行役員副社長 

管理担当 

井出  武美(*) 
取締役 執行役員副社長 

営業担当 

専務執行役員 

南関東カンパニー支社長 

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 

営業企画担当 兼 特命担当 

岡﨑  龍馬 
取締役 常務執行役員 

ディベロッパー本部長 

取締役 執行役員 

ディベロッパー本部長 

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 

取締役（非常勤） 

兼 イオン㈱取締役兼執行役副社長 

「＊」印は、新任です。 

※ 齊藤岳彦は、取締役および執行役員を退任します。 
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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 

東海カンパニー支社長 

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 

近畿カンパニー支社長 

専務執行役員 

近畿・北陸カンパニー支社長 

辻   雅信 
専務執行役員 

東北カンパニー支社長 

専務執行役員 

東北カンパニー支社長 

浜口  好博 
専務執行役員 

中四国カンパニー支社長 

専務執行役員 

中四国カンパニー支社長 

湊   博昭(*) 
常務執行役員 

南関東カンパニー支社長 
南関東カンパニー千葉県事業部長 

西垣  幸則(*) 
常務執行役員 

北関東カンパニー支社長 
近畿・北陸カンパニー大阪府事業部長 

岸   孝司(*) 
常務執行役員 

北陸信越カンパニー支社長 
経営企画本部 

七尾  宣靖(*) 
常務執行役員 

商品企画本部長 
東海・長野カンパニー商品統括部長 

山口  聡一 
執行役員 

商品管理本部長 

執行役員 

商品管理本部長 

久永  晋也 
執行役員 

ホームコーディ事業開発部長 

執行役員 

ホームファッション商品部長 

細田  昌幸 
執行役員 

経営企画本部長 兼 経営企画部長 

執行役員 

経営企画本部長 兼 経営企画部長 

大前  一也(*) 
執行役員 

キッズリパブリック事業開発部長 
南関東カンパニー東京山梨事業部長 

小田嶋 淳子(*) 
執行役員 

インナーカジュアル事業開発部長 
インナー商品部長 

山本  洋子(*) 
執行役員 

グラムビューティーク事業開発部長 
ビューティ商品部長 

安川  和彦(*) 

執行役員 

グループ商品本部長 

兼 グループ商品戦略部長 

グループ商品戦略統括部長 

兼 グループ商品戦略部長 

「＊」印は、新任です。 

※ 濵田和成、石塚幸男、中島裕子、三浦隆司、関延明は、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 井出 武美（いで たけみ） 

生年月日 １９６２年 ４月 ４日 

主な経歴 

１９８５年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２００１年 ９月 同社 ＳＳＭ商品本部水産商品開発部長 

２００３年 ２月 同社 デリカ商品本部売場開発部長 

２００４年 ３月 同社 ＳＳＭ商品本部水産商品部長 

２００８年 ９月 イオンリテール㈱食品商品本部デリカ商品部長 

２０１１年 ５月 マックスバリュ東北㈱取締役商品本部長 

２０１４年 ３月 ㈱山陽マルナカ顧問 

２０１４年 ５月 同社代表取締役社長 

２０１６年 ４月 イオンリテール㈱取締役常務執行役員食品商品企画本部長 

２０１７年 ３月 同社専務執行役員南関東カンパニー支社長（現任） 

 

 

５. 新任執行役員の略歴 

 

氏  名 湊 博昭（みなと ひろあき） 

生年月日 １９６１年 ４月 ４日 

主な経歴 

１９８４年 ４月 北陸ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２００３年 ２月 同社 ジャスコ長野店長 

２００５年 ６月 同社 ジャスコ白子店長 

２００７年 ３月 同社 ジャスコ四日市尾平店長 

２００９年 ４月 イオンリテール㈱チーム改善活動推進グループ 

２００９年１１月 同社 ジャスコ浜松市野店長 

２０１１年 ２月 同社 イオンかほく店長 

２０１２年 ３月 同社 北大阪事業部長 

２０１３年 ３月 同社 執行役員東近畿カンパニー支社長 

２０１４年 ３月 同社 執行役員北関東・新潟カンパニー支社長 

２０１５年 １月 永旺華東（蘇州）商業有限公司 総経理 

２０１７年 ３月 イオンリテール㈱千葉県事業部長（現任） 
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氏  名 西垣 幸則（にしがき ゆきのり） 

生年月日 １９６７年 ７月 ２日 

主な経歴 

１９９１年 ４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２００４年 ３月 同社 ジャスコ田原店長 

２００６年 ３月 同社 ジャスコ中野店長 

２００８年 ２月 同社 ジャスコ守山店長 

２０１２年 ９月 イオンリテール㈱東海カンパニー営業企画部長 

２０１４年 ３月 同社 奈良事業部長 

２０１６年 ３月 同社 大阪府事業部長（現任） 

 

氏  名 岸 孝司（きし たかし） 

生年月日 １９６０年 １月２６日 

主な経歴 

１９８３年 ４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２０１０年 ９月 イオンリテール㈱食品・デリカ商品本部デイリー商品部長 

２０１１年 ２月 同社 東北カンパニー食品商品部長 

２０１３年 ３月 同社 東北カンパニー経営企画部長 

２０１７年 ３月 同社 経営企画本部（現任） 

 

氏  名 七尾 宣靖（ななお のぶやす） 

生年月日 １９６２年 １０月１４日 

主な経歴 

１９８６年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２０１２年 ３月 イオンリテール㈱北関東カンパニー食品商品部長 

２０１４年 ３月 同社 食品商品企画本部 東海・長野商品部長 

２０１５年 ２月 同社 東海・長野カンパニー食品商品部長 

２０１７年 ３月 同社 東海・長野カンパニー商品統括部長（現任） 

 

氏  名 大前 一也（おおまえ かずなり） 

生年月日 １９５８年 １１月１１日 

主な経歴 

１９８３年 ４月 信州ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

１９９９年 １月 同社 ジャスコ箕輪店長 

２００２年 ２月 同社 ジャスコ瀬戸みずの店長 

２００４年 ９月 同社 ジャスコ扶桑店長 

２００７年 ７月 同社 ジャスコ各務原店長 

２００９年 １月 イオンリテール㈱北勢事業部長 

２０１１年 ２月 同社 北三重事業部長 

２０１４年 ３月 同社 東京事業部長 

２０１６年 ３月 同社 東京山梨事業部長（現任） 



 7 

氏  名 小田嶋 淳子（おだしま じゅんこ） 

生年月日 １９６５年 １２月１３日 

主な経歴 

１９８４年 ３月 カクダイジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２０１３年 ３月 イオンリテール㈱衣料商品企画本部 キッズ商品部長 

２０１５年 ２月 同社 衣料商品企画本部 鞄・服飾商品部長 

２０１７年 ３月 同社 インナー商品部長（現任） 

 

氏  名 山本 洋子（やまもと ようこ） 

生年月日 １９６１年 ８月１３日 

主な経歴 

１９８４年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２００５年 ２月 同社 ビューティ商品部長 

２００７年 ３月 同社 Ｈ＆ＢＣ企画チームリーダー 

２００８年 ４月 同社 商品戦略部 

２０１０年 ３月 イオンリテール㈱Ｈ＆ＢＣ売場改革チームリーダー 

２０１３年 ３月 同社 ビューティ商品部長（現任） 

 

氏  名 安川 和彦（やすかわ かずひこ） 

生年月日 １９５５年 ３月１８日 

主な経歴 

１９７８年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２００２年 ９月 同社 ノンフーズ商品部長 

２００５年 ２月 同社 商品戦略部長 

２００６年 ３月 同社 住居余暇商品本部長 

２００８年 ９月 イオンリテール㈱茨城事業部長 

２００９年 ９月 イオン㈱商品戦略部長 

２０１５年 ３月 イオントップバリュ㈱グループ商品戦略部長 

２０１５年 ９月 同社 常務取締役 

２０１７年 ３月 イオンリテール㈱グループ商品戦略統括部長兼グループ商品戦略部長（現任） 

 

 

以上 

 

 

 


