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２ ０ １ ７ 年 ３ 月 ６ 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のでご案内申し上げます。 

 

記 

１．機構改革（３月６日付） 

 

［商品担当組織］ 

 商品企画本部組織下に、商品マーケティング部、商品Ｅコマース部を新設するとと

もに、グループグロサリー調達部（グロサリー調達部を改称）、グループデイリーフ

ーズ調達部（デイリー調達部を改称）、シニア商品部、海外商品部を配置する。 

 商品開発本部組織下に、商品開発推進部を新設するとともに、欧州企画部を配置す

る。 

 商品管理本部組織下に、商品管理部を新設するとともに、輸入・調達管理部を配置

する。 

 ＩＭＯ本部組織下に、ビジネス創出部、ユニット推進部、物件開発部、ビジネスサ

ポート部、スポーツ＆レジャー事業本部、イオンスマイル事業部、イオンモバイル

事業部（デジタル事業部を改組）、ＦＴ事業部を配置する。 

 商品担当直下に、グループ商品戦略部を新設し配置する。 

 

［営業推進本部組織］ 

 営業推進本部組織下にオムニチャネル企画部を新設し、ストアオペレーション部、

ＩＴ物流サポート部（ＩＴ物流企画部を改称）、マーケティング部、電子マネー推進

部を配置する。 

 

［経営企画本部組織］ 

 経営企画本部組織下に、経営企画部、広報部、お客さまサービス部を配置する。 

 

［カンパニー組織］ 

 コミュニケーション部を、営業推進部に改組する。 
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２．人事異動（３月６日付） 

［カンパニー組織］ 

※「Ｃ」はカンパニーの略です。 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

＜東北カンパニー＞ 

商品統括部長 東北Ｃ衣料商品部長 石岡  公治 

商品企画部長 兼 商品管理部長 東北Ｃ食品商品部長 西田  茂樹 

経営企画部長 経営企画部 谷   雅勝 

営業推進部長 東北Ｃコミュニケーション部長 山元  環樹 

＜北関東・新潟カンパニー＞ 

商品統括部長 北関東・新潟Ｃ食品商品部長 渡辺  泰宏 

商品企画部長 兼 商品管理部長 北関東・新潟Ｃ衣料商品部長 中本  賢二 

営業推進部長 
北関東・新潟Ｃコミュニケーショ

ン部長 
川村   明 

エリア政策推進チームリーダー イオン笠間店長 外山  純一 

＜南関東カンパニー＞ 

千葉県事業部長 イオン㈱出向 湊    博昭 

神奈川事業部長 イオン㈱出向 鯉渕 豊太郎 

商品統括部長 南関東Ｃ衣料商品部長 北田   稔 

商品企画部長 南関東Ｃ神奈川食品商品部長 奥村  太郎 

商品管理部長 南関東Ｃ Ｈ＆ＢＣ商品部長 大森   修 

営業推進部長 イオンスーパーセンター（株）出向 戸部  勝義 

ＳＣ部長 ＩＭＯ本部物件開発部長 冨村  義生 

＜東海・長野カンパニー＞ 

岐阜事業部長 イオンスタイル東浦 店長 小川  政郎 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン小牧店長 イオン各務原店 竹市   彰 

商品統括部長 東海・長野Ｃ食品商品部長 七尾  宣靖 

商品企画部長 東海・長野Ｃ住居余暇商品部長 隆杉  幸弘 

商品管理部長 岐阜事業部長 山田  勝久 

営業推進部長 
東海・長野Ｃコミュニケーション

部長 
川瀬  裕正 

店舗開発部長 東海・長野Ｃ店舗開発部 隅田  泰成 

＜近畿・北陸カンパニー＞ 

大阪市堺市事業部長 イオンスタイル伊丹 店長 西條  克則 

京都滋賀事業部長 近畿・北陸Ｃ食品商品部長 西原  義隆 

北陸事業部長 イオンスタイル四條畷 店長 河股  良行 

イオンスタイル伊丹 店長 近畿・北陸Ｃ住居余暇商品部長 米谷  元宏 

商品統括部長 近畿・北陸Ｃ衣料商品部長 木山    裕 

商品企画部長 中四国Ｃ食品商品部長 福原 多賀志 

商品管理部長 近畿・北陸Ｃ Ｈ＆ＢＣ商品部長 中西  一司 

営業推進部長 
近畿・北陸Ｃコミュニケーション

部長 
高木  美宏 

＜中四国カンパニー＞ 

山陰事業部長 大阪市堺市事業部長 山地   隆 

四国事業部長 中四国Ｃコミュニケーション部長 南   義昭 

イオン広島祇園店長 
住居余暇商品企画本部ガーデニン

グ・グリナリー商品部長 
仲野   滋 

イオンスタイル広島府中 店長 イオン広島祇園店長 城   佳史 

商品統括部長 食品商品企画本部副本部長 中野   修 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

商品企画部長 中四国Ｃ Ｈ＆ＢＣ商品部長 角   繁行 

商品管理部長 
衣料商品企画本部インナー商品部

長 
小林  和郎 

営業推進部長 
コミュニケーション本部マーケテ

ィング部 
高橋   豊 

 

 

[商品担当組織下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

レディス商品部長 衣料商品企画本部レディス商品部 土田  幸一 

服飾商品部長 イオン高岡南店長 太田  和恵 

メンズ商品部長 
衣料商品企画本部ダブルフォーカ

ス事業部長 
寺脇  栄一 

インナー商品部長 
衣料商品企画本部鞄・服飾商品部

長 
小田嶋 淳子 

ショップ商品部長 
衣料商品企画本部コーディネータ

ー部長 
藤田   勲 

キッズ商品部長 キッズ商品企画本部副本部長 南部  裕一 

ホームアプライアンス商品部長 
住居余暇商品企画本部ステーショ

ナリー・家電商品部長 
木下  克仁 

グロサリー商品部長 
食品商品企画本部グロサリー商品

部長 
東   広健 

リカー商品部長 
イオンリカー（株） 

※イオンリカー㈱代表取締役社長と兼務 
神戸  一明 

デイリーフーズ商品部長 
食品商品企画本部デイリー企画部

長 
宇治  知英 

農産商品部長 食品商品企画本部農産企画部長 室井  英男 

畜産商品部長 食品商品企画本部畜産企画部長 釼持   彰 

水産商品部長 食品商品企画本部水産企画部長 松本  金蔵 

デリカ商品部長 
食品商品企画本部デリカ商品統括

部長 
西野   克 

デイリーコンビニエンス商品部長 
Ｈ＆ＢＣ商品企画本部グループ商

品調達部長兼ノンフーズ商品部長 
犬丸  久美 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

ファーマシー商品部長 Ｈ＆ＢＣ商品企画本部副本部長 難波  廣幸 

ビューティ商品部長 
Ｈ＆ＢＣ商品企画本部ビューティ

商品部長 
山本  洋子 

＜商品企画本部＞ 

商品マーケティング部長 商品戦略部長 檜皮  淳一 

商品Ｅコマース部長 
Ｈ＆ＢＣ商品企画本部コーディネ

ーター部長 
森清  智之 

シニア商品部長 中四国Ｃ衣料商品部長 澤井  哲雄 

グループグロサリー調達部長 
食品商品企画本部グロサリー調達

部長 
水國  雄二 

グループデイリーフーズ調達部長 
食品商品企画本部デイリー調達部

長 
一橋  秀幸 

＜商品開発本部＞ 

商品開発推進部長 
衣料商品企画本部ファッション商

品開発部長 
高木  一明 

＜商品管理本部＞ 

商品管理部長 衣料商品企画本部メンズ商品部長 荒武   晃 

＜ＩＭＯ本部＞ 

ユニット推進部長 

兼 物件開発部長 
経営企画部 橋本  康好 

イオンモバイル事業部長 
住居余暇商品企画本部デジタル事

業部長 
橋本  昌一 

＜商品担当直轄＞ 

グループ商品戦略部長 イオントップバリュ(株) 安川  和彦 

 

 

[営業推進本部下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

ストアオペレーション部長 神奈川事業部長 佐藤   大 

マーケティング部長 
コミュニケーション本部社内コミ

ュニケーション部長 
江畑  貴正 

オムニチャネル企画部長 オムニチャネル推進本部 矢口  勝弘 
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 [ディベロッパー本部下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

リーシング企画部長 
ディベロッパー本部ディベロッパ

ー企画部 
松本  哲明 

 

 

 [管理担当下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

関連企業部長 管理担当付 宮崎   浩 

 

 

 [経営企画本部下] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

広報部長 
衣料商品企画本部コーディネータ

ー部 
栢野  博子 

お客さまサービス部長 
コミュニケーション本部お客さま

サービス部 
安達  智久 

 

 

 [社長直轄] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

経営監査室長 電子マネー管理部長 有山   守 

 

 

[出向] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

 (株)メガスポーツ 人事・総務本部長 二宮  大祐 

イオン九州(株) 東海長野Ｃ衣料商品部長 中元  靖明 

 

 

 

以 上 

 

 


