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２０１８年３月１２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 

 

 

当社は、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（３月１２日付） 

［営業担当］ 

 デジタルイノベーション部（デジタル企画部とデジタル推進部を統合）、ストア 

オペレーション部、マーケティング部、ＷＡＯＮ推進部（電子マネー推進部を  

改称）を配置するとともに、イオンスタイル・Ｇ.Ｇストア推進部を新設します。 

 

［商品担当］ 

＜商品企画本部＞ 

 商品担当下の１８商品部 (*)を商品企画本部組織下へ移管するとともに、    

カフェランテ・ドロゲリア商品部、ガーデニング・グリナリー商品部、サイクル

商品部を新設し、２１商品部(*)体制とする。あわせて、ホームアプライアンス  

商品部をアプライアンス・リフォーム商品部に改組する。 

 ２１商品部を以下の通り配置する。 

 

(*) ＜４事業開発部・２１商品部について＞ 

事業開発部 商品部 

インナーカジュアル事業開発部 レディス、メンズ、インナー 

キッズリパブリック事業開発部 キッズ 

ホームコーディ事業開発部 ホームファッション、アプライアンス・リフォーム 

グラムビューティーク事業開発部 ファーマシー、ビューティ 

（商品企画本部直轄） 服飾、ショップ、グロサリー、リカー、カフェランテ・

ドロゲリア（新設）、デイリーフーズ、農産、  水産、   

畜産、デリカ、デイリーコンビニエンス、ガーデニング・

グリナリー（新設）、サイクル（新設） 

※ 下線が新設の３商品部です。（既存の１８商品部は無印） 

 

 ＭＤ統括部を商品企画部に改組する。 
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＜商品管理本部＞ 

 スポーツ＆レジャー事業本部を改組し、スポーツ事業本部と３ＦＩＴ事業部に 

再編する。 

＜グループ商品本部＞ 

 商品企画本部から海外商品部を移管する。 

 欧州企画部を配置する。 

 商品管理本部からグループ品質管理部を移管する。 

 グループ商品調達グロサリー商品部をグロサリー商品調達部に、グループ商品 

調達デイリーフーズ商品部をデイリーフーズ商品調達部に改称する。 

 ノンフーズ商品調達部を新設する。 

＜ＩＭＯ統括部＞ 

 ＩＭＯ本部をＩＭＯ統括部に改組する。 

 

［ディベロッパー本部］ 

 開発統括部、不動産統括部、ＳＣ統括部を新設する。 

 開発統括部下に開発企画部を配置するとともに、各カンパニー組織下の店舗開発

部を移管し、東日本開発部、中日本開発部、西日本開発部に再編の上、配置する。 

 不動産部を不動産戦略部および投資開発部に再編し、不動産統括部下に配置する。 

 ＳＣ統括部下に、リーシング企画部、ＳＣサポート部を配置するとともに、    

各カンパニー組織下のＳＣ部を移管し、東北ＳＣ部、北関東ＳＣ部、南関東ＳＣ

部、北陸信越ＳＣ部、東海ＳＣ部、近畿ＳＣ部、中四国ＳＣ部に改称する。 

 

［社長直轄］ 

 新業態開発部を新設する。 

 

［カンパニー組織］ 

 商品企画部を商品統括部に統合する。 
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２．人事異動（３月１２日付） 

［カンパニー組織］ 

※「Ｃ」はカンパニーの略。「＊」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＞ 

秋田事業部長 東海・長野Ｃ商品管理部長 山田  勝久 

宮城事業部長 イオン高崎店長 遠藤   博 

イオン八戸田向店長 東北Ｃ経営企画部 阿部  範彦 

イオン下田店長 東北Ｃ営業推進部 松本  浩一 

イオン盛岡店長 イオン米沢店長 佐藤   茂 

イオン一関店長 
南関東Ｃエリア政策推進チーム 

リーダー 
佐藤  義之 

イオン土崎港店長 イオン北海道（株）出向 笠井   薫 

イオン能代店長 イオン仙台店（*） 高梨  直樹 

イオン仙台富沢店長 イオン相馬店 岡崎  直子 

イオン仙台中山店長 イオン高の原店長 鈴木   太 

イオン石巻店長 イオン八戸田向店長 船本   剛 

イオン船岡店長 イオン郡山フェスタ店 高田   淳 

イオン米沢店長 イオン仙台富沢店長 浜田 小百合 

イオンいわき店長 イオン能代店長 武田  久美 

人事総務部長 総務部 忌部  守人 

人事総務部 教育担当部長 イオン船岡店長 千葉  祐子 

商品統括部長 近畿・北陸Ｃ商品統括部長 木山   裕 

商品管理部長 
東北Ｃ商品企画部長 兼 商品管理

部長 
西田  茂樹 

＜北関東カンパニー＞ 

イオン浦和美園店長 イオンスタイル伊丹昆陽 店長 伊藤  竜也 

イオン熊谷店長 イオン常陸大宮店長 溝間   明 

イオン川口前川店長 イオン南松本店長 森   拓也 

イオン武蔵狭山店長 イオン新浦安店（*） 植田  浩義 

イオンせんげん台店長 イオン一関店長 多田  和浩 

イオン高崎店長 イオンせんげん台店長 森野  陽光 

イオンスタイル高崎駅前 店長 イオン東海店長 山田  浩司 

イオンスタイル水戸内原 店長 イオン藤沢店長 遠藤  一郎 

イオン鹿嶋店長 イオン武蔵狭山店長 草野  信一 

イオン常陸大宮店長 イオン土浦店 森   文太 

イオン東海店長 イオン春日部店 芳賀  恵子 

イオン栃木店長 イオンスタイル大津京 店長 浦手  雄治 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンみぶ店長 イオン上越店 大久保 勝徳 

商品統括部長 ＭＤ統括部長 小松   隆 

商品管理部長 
北関東・新潟Ｃ商品企画部長 兼  

商品管理部長 
中本  賢二 

人事総務部長 イオン西新井店長 堀口 恵津子 

人事総務部 教育担当部長 近畿・北陸Ｃ人事総務部 星野  香織 

＜南関東カンパニー＞ 

千葉県事業部長 イオンスタイル木更津 店長 大杉  尚裕 

東京山梨事業部長 イオン板橋店長 石河  康明 

横浜川崎事業部長 管理担当付 間渕  和人 

イオン稲毛店長 イオン仙台中山店長 前森  照正 

イオン船橋店長 千葉県事業部長付 山田  高政 

イオンスタイル木更津 店長 イオンスタイル多摩平の森 店長 足名  大輔 

イオン北小金店長 イオン石巻店長 岡風呂 秀樹 

イオン東金店長 経営企画本部 広報部 髙濱  海穂 

イオン新浦安店長（*） イオン練馬店長（*） 浅野  裕之 

イオン長浦店長（*） イオン三木店長 国分  哲朗 

イオン大網白里店長 イオン津田沼店 門ノ沢 賢吾 

イオン板橋店長 イオン日の出店長 大友  大助 

イオンスタイル板橋前野町 店長 イオン長浦店長（*） 谷本  和彦 

イオン練馬店長（*） イオン野田阪神店長 秋川  安宏 

イオン西新井店長 イオン船橋店長 前川  謙吾 

イオンスタイル多摩平の森 店長 イオン戸塚店長（*） 大村  清二 

イオン日の出店長 イオンつきみ野店長 五味   巌 

イオンスタイル東神奈川 店長 イオン大網白里店長 草野 多香恵 

イオン相模原店長 イオン川口前川店長 佐々木 裕司 

イオン藤沢店長 イオンスタイル高崎駅前 店長 下田 かおり 

イオン茅ケ崎中央店長 イオンスタイル東神奈川 店長 小林  英之 

イオン厚木店長 イオン浜松志都呂店長 松木  一朗 

イオン大月店長（*） イオン相模原店 松冨  高志 

経営企画部長 財務経理部長 大山  晃浩 

人事総務部長 東北Ｃ人事総務部長 宮原  裕行 

人事総務部 教育担当部長 イオン北小金店長 越川  泰江 

エリア政策推進チームリーダー イオン茅ケ崎中央店長 佐山  幸司 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜北陸信越カンパニー＞ 

新潟事業部長 マーケティング部長 江畑  貴正 

長野事業部長 イオン浦和美園店長 渡辺  浩昌 

イオン新潟南店長 イオン上越店長 田中   拓 

イオン上越店長 イオン栃木店長 丸山  普史 

イオンスタイルとなみ 店長 イオン貝塚店長 植田  卓也 

イオンもりの里店長 イオン鈴鹿店長 加納  良徳 

イオン松任店長 イオン竜野店長（*） 坂井  勝則 

イオン野々市南店長 北陸事業部長付 広田  安弘 

イオン南松本店長 イオン土崎港店長 赤田 順一郎 

イオン中野店長 イオン津店長 髙島  彩子 

イオン箕輪店長 イオンスタイルワンダーシティ 江口  裕二 

商品統括部長 京都滋賀事業部長 西原  義隆 

商品管理部長 中四国Ｃ商品管理部長 小林  和郎 

経営企画部長 経営企画本部 小倉  通彰 

営業推進部長 長野事業部長 中島  規行 

人事総務部長 経営企画本部 吉田   洋 

人事総務部 教育担当部長 イオン箕輪店長 佐々木 智子 

＜東海カンパニー＞ 

静岡事業部長 管理担当付 矢木 健太郎 

名古屋事業部長 キッズ商品部長 南部  裕一 

イオン柳津店長 イオン蒲郡店長 松谷  誠吾 

イオン関店長 イオンスタイル豊田 鍋田   真 

イオン浜松志都呂店長 イオン今池店長（*） 岩尾  祐紀 

イオン浜松西店長 イオン中野店長 吉田   孝 

イオンスタイル富士宮 店長 南関東カンパニー支社長付 野口  昌彦 

イオン今池店長（*） イオンスタイル常滑 小早川 剛士 

イオン大高店長 イオン柳津店長 大田  泰弘 

イオン金山店長（*） イオン日永店長 野末  洋子 

イオン名古屋東店長（*） イオン伊勢店長 関   真一 

イオン名古屋みなと店長 イオン伊賀上野店長 小島  昌純 

イオン岡崎南店長 イオン新潟南店長 高木  浩二 

イオン木曽川店長 イオン阿児店長 安本  勝巳 

イオン豊川店長 イオンスタイル水戸内原 店長 松井  俊博 

イオン高橋店長 イオン関店長 伊佐  徹也 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン蒲郡店長 イオンスタイル長久手 坪井  康一 

イオン津店長 イオン木曽川店長 佐藤  好美 

イオン日永店長 人事部 松田  祐子 

イオン伊勢店長 イオンいわき店長 古郡  一樹 

イオン鈴鹿店長 イオン名古屋東店長（*） 串田  浩二 

イオン名張店長 イオンリカー（株）出向 川村  俊弘 

イオン阿児店長 北関東・新潟Ｃ店舗開発部 横山  克則 

イオン伊賀上野店長 イオン浜松市野店 瀬戸島  浩 

商品統括部長 北関東・新潟Ｃ商品統括部長 渡辺  泰宏 

商品管理部長 東海・長野Ｃ商品企画部長 隆杉  幸弘 

営業推進部長 東海・長野Ｃ支社長付 小澤  俊彦 

人事総務部 教育担当部長 イオン金山店長（*） 穂苅  智恵 

＜近畿カンパニー＞ 

大阪府事業部長 横浜川崎事業部長 大西   勝 

京都滋賀事業部長 東海・長野Ｃ営業推進部長 川瀬  裕正 

イオンスタイル大津京 店長 イオン明石店長 井口   光 

イオンスタイル京都桂川 店長 イオンもりの里店長 鶴井 陸太郎 

イオン京都五条店長 イオン東山二条店長 杉山 知奈美 

イオン京都西店長 大阪市堺市事業部長付 根本  剛士 

イオン東山二条店長 近畿・北陸Ｃ経営企画部 岡崎  千加 

イオン伏見店長 イオン東岸和田店 中嶋  崇路 

イオン高の原店長 イオン伏見店長 兼松  真紀 

イオン五條店長 イオン野々市南店長 森本  成裕 

イオン西大和店長 イオン宇品店長 森   淳二 

イオン大阪ドームシティ店長 イオン三田ウッディタウン店長 加藤  真人 

イオン高見店長 イオンスタイル茨木 原田  陽子 

イオン野田阪神店長 イオン土山店長 西嶋  賢一 

イオン堺北花田店長 イオン名古屋みなと店長 安澤  正臣 

イオン南千里店長 イオン相模原店長 乾   洋一 

イオン貝塚店長 近畿・北陸Ｃ人事総務部 中川  裕幸 

イオンスタイル新茨木 店長 ショップ商品部 福田  数昭 

イオン箕面店長 イオン洛南店 手塚  富裕 

イオン新宮店長 イオン大日店 磯永  裕介 

イオン垂水店長 イオン高見店長 柴﨑  文絵 

イオン姫路店長 近畿・北陸Ｃ営業推進部 南  孝一郎 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン明石店長 イオン松任店長 小西  則夫 

イオン土山店長 イオン加古川店 磯田   泉 

イオン洲本店長 イオン浜松西店長 今津  正勝 

イオンスタイル伊丹昆陽 店長 イオンスタイル板橋前野町 店長 石井  教裕 

イオン三木店長 イオンスタイル京都桂川 店長 橘   賢一 

イオン高砂店長 イオン野田阪神店 寺野   博 

イオン三田ウッディタウン店長 イオン洲本店長 坂本   剛 

イオン和田山店長 イオン加西北条店 安藤   孝 

イオン山崎店長 イオン猪名川店 伊東  宏晃 

イオン竜野店長（*） イオン益田店長 比嘉  義裕 

商品統括部長 南関東Ｃ商品企画部長 奥村  太郎 

商品管理部長 近畿・北陸Ｃ商品企画部長 福原 多賀志 

人事総務部長 イオンマレーシア出向 江藤  悦子 

人事総務部 教育担当部長 イオン箕面店長 伴   弘子 

＜中四国カンパニー＞ 

イオン鳥取店長 イオン川之江店長 紺屋  貴幸 

イオン津山店長 イオン鳥取店長 森   雅弘 

イオン菅田店長 イオンスタイル今治新都市 水本   篤 

イオン益田店長 イオン出雲天神店長 片山  修二 

イオン宇品店長 イオン津山店長 西川  高広 

イオン広店長 イオンスタイル岡山 白木  康伸 

イオン三原店長 近畿・北陸Ｃ経営企画部 辰巳   聡 

イオン綾川店長 イオン広店長 樋口   功 

イオン今治店長 四国事業部長付 伊野   宏 

イオン川之江店長 イオン菅田店長 久保  和義 

イオン高知旭町店長 イオン今治店長 東畑  秀俊 

商品管理部長 中四国Ｃ商品企画部長 角   繁行 

人事総務部長 イオンスタイル新茨木 店長 肥野  純子 

人事総務部 教育担当部長 イオンスタイル広島府中 上沖  敬子 
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[商品担当] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜商品企画本部＞ 

商品企画部長 特命担当付 積山  敏也 

インナー商品部長 イオン垂水店長 吉富 久仁子 

キッズ商品部長 イオンスタイルとなみ 店長 森下  陽介 

ホームファッション商品部長 特命担当付 小河   豊 

アプライアンス・リフォーム商品 

部長 
ホームアプライアンス商品部長 木下  克仁 

カフェランテ・ドロゲリア商品部長 リカー商品部 吉澤  研二 

デイリーコンビニエンス商品部長 デジタル推進部長 森清  智之 

ファーマシー商品部長 近畿・北陸Ｃ商品管理部長 中西  一司 

ビューティ商品部長 ビューティ商品部 木下  大輔 

ガーデニング・グリナリー商品部長 ショップ商品部 川久保 雅信 

サイクル商品部長 

（イオンバイク㈱代表取締役社長と兼務） 
イオンバイク（株） 熊倉   淳 

＜商品管理本部＞ 

スポーツ事業本部長 スポーツ＆レジャー事業本部長 渡邊  守成 

３ＦＩＴ事業部長 スポーツ＆レジャー事業部 長谷川  靖 

＜グループ商品本部＞ 

ノンフーズ商品調達部長 デイリーコンビニエンス商品部長 犬丸  久美 

＜ＩＭＯ統括部＞ 

ＩＭＯ統括部長 兼 ビジネス創出

部長 
ビジネス創出部長 三好  大介 

 

 

[営業担当] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

デジタルイノベーション部長 デジタル企画部長 矢口  勝弘 

ストアオペレーション部長 イオン大阪ドームシティ店長 川本   聡 

マーケティング部長 ストアオペレーション部長 佐藤   大 

イオンスタイル･Ｇ.Ｇストア推進 

部長 
特命担当付 林   博明 
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[ディベロッパー本部] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

開発統括部長 開発企画部長 鈴木  一郎 

開発企画部長 開発企画部 中本  太郎 

東日本開発部長 南関東Ｃ店舗開発部長 中島  裕文 

中日本開発部長 北関東・新潟Ｃ店舗開発部長 加地  明彦 

西日本開発部長 近畿・北陸Ｃ店舗開発部長 綿谷  賢一 

不動産統括部長 兼 投資開発部長 不動産部長 川野  範和 

不動産戦略部長 不動産部 水越   修 

ＳＣ統括部長  兼  ＳＣサポート  

部長 
ＳＣサポート部長 大森  明美 

東北ＳＣ部長 東北Ｃ ＳＣ部長 山﨑  保光 

北関東ＳＣ部長 北関東・新潟Ｃ ＳＣ部長 小畠   修 

南関東ＳＣ部長 南関東Ｃ ＳＣ部長 冨村  義生 

北陸信越ＳＣ部長 リーシング企画部 柳   正之 

東海ＳＣ部長 東海・長野Ｃ ＳＣ部長 片倉  信明 

近畿ＳＣ部長 清水商事（株）出向 塙   義明 

中四国ＳＣ部長 管理担当付 飯塚  公一 

 

 

[管理担当] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

財務経理部長 財務経理部 杢  考一郎 

 

 

[社長直轄] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

新業態開発部長 ディベロッパー本部長付 立石  真辞 

 

 

[出向] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

清水商事（株）出向 南関東Ｃ経営企画部長 太田  正道 

 

 

以 上 

 

 

 

 


