２ ０ ２ ０年 ２ 月２ 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

当社はこ れ ま で 、 よ り 地 域 に 愛 さ れ る 魅 力 的 な 小 売 業 を め ざ し 、 地 域 密 着 の
さらなる深耕と商販一体型の強いカテゴリー構築により「強い食」と「強い専門」の
実現に向けて取り組んできました。
さらに、２０２０年度からは「強い商品力」と「強い営業力」に磨きをかけ
新しい顧客の創造と高い経営効率を実現します。
そして、多様なライフスタイルやニーズに対応した、お客さま本位の“新しい総合”
「ＮＥＷイオンスタイル」をつくりあげ、さらなる成長を遂げてまいります。

記

１．機構改革について
≪基本方針≫
現場を起点とした「強い商品力」と「強い営業力」の実現と、全員経営を加速
・地域のお客さまに必要な商品やサービスを迅速に提供できる、現場重視の組織やマネジ
メント体制へと変更し、新たに、食品本部、衣料本部、住居余暇・Ｈ＆ＢＣ本部、
ＭＤ改革本部を配置します。
・全員経営のもと、これまで以上に６カンパニーと新設する、東北事業本部に権限を
委譲することで、リージョナルシフトをさらに推進します。
・店舗組織では新たに、食品課長、衣料課長、住居余暇・Ｈ＆ＢＣ課長を配置します。
責任範囲とレポートラインを明確化したシンプルな組織とするとともに、フロアや売場
単位で最適な経営効率を追求することで、現場力を強化します。
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≪機構改革（３月１日付）≫
① 「強い商品力」と「強い営業力」を実現するために、商品担当組織下を改組し、
食品本部、衣料本部、住居余暇・Ｈ＆ＢＣ本部、ＭＤ改革本部を新設する。
これに伴い商品企画本部、専門事業本部を廃止する。
② 衣料本部組織下に、インナーカジュアル事業部、キッズリパブリック事業部を
配 置 し 、 住 居 余 暇 ・ Ｈ ＆ Ｂ Ｃ 本 部 組 織 下 に ホー ム コ ーデ ィ 事業 部 、グ ラム
ビューティーク事業部を配置する。
③ 収益力を改善するために、管理担当組織を改組し、経営管理担当を配置、人事総務
本部を新設する。
④ 東北事業本部を新設する。
⑤ ＳＣ統括部を再編し、ＳＣ本部に改称する。

２. 取締役（３月１日付）

【氏名】
井出

【新職】

【現職】

武美

代表取締役社長

代表取締役社長

俊哉

取締役 専務執行役員
商品担当

取締役 執行役員副社長
商品担当
兼 インナーカジュアル事業担当

土谷 美津子

取締役 専務執行役員
近畿カンパニー支社長

取締役 執行役員副社長
近畿カンパニー支社長

岡﨑

龍馬

取締役 常務執行役員
ディベロッパー担当

取締役 専務執行役員
ディベロッパー担当

浜口

好博(＊)

取締役 常務執行役員
南関東カンパニー支社長

専務執行役員
中四国カンパニー支社長

速水

英樹(＊)

取締役 常務執行役員
経営管理担当

イオン㈱ 経営管理部長

岡田

元也

取締役相談役（非常勤）

取締役相談役（非常勤）

若生

信弥

取締役（非常勤）

取締役（非常勤）

後藤

※「＊」印は新任です。
※ 岡崎双一は取締役会長を退任します。
※ 西松正人、久木邦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】

【現職】

北

佳史

執行役員
東海カンパニー支社長

常務執行役員
東海カンパニー支社長

西垣

幸則

執行役員
北関東カンパニー支社長

常務執行役員
北関東カンパニー支社長

岸

孝司

執行役員
北陸信越カンパニー支社長

常務執行役員
北陸信越カンパニー支社長

川本

昌彦(＊)

執行役員
中四国カンパニー支社長

東海カンパニー愛知事業部長

鯉渕 豊太郎(＊)

執行役員
東北事業本部長

東北プロジェクトチームリーダー

七尾

宣靖

執行役員
食品本部長

常務執行役員
商品企画本部長
兼 グラムビューティーク事業担当

湊

博昭

執行役員
衣料本部長

常務執行役員
南関東カンパニー支社長

齊藤

岳彦(＊)

執行役員
住居余暇・Ｈ＆ＢＣ本部長
兼 ホームコーディ事業部長

イオン㈱
執行役 ネット事業担当

山本

実(＊)

執行役員
システム企画本部長

システム企画本部長

西野

克(＊)

執行役員
ＭＤ改革本部長

新業態開発部長

近藤

健司(＊)

執行役員
人事総務本部長

マックスバリュ東海㈱
取締役 兼 執行役員 人事総務本部長

※ 辻雅信、山口聡一、久永晋也、大前一也、小田嶋淳子、山本洋子は執行役員を退任
します。
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４. 新任取締役の略歴
氏 名 浜口 好博（はまぐち よしひろ）
生年月日 １９６１年１０月２０日
主な経歴
１９８４年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
２００２年１１月 同社 ジャスコ大久保店長
２００４年 ３月 同社 ジャスコ奈良南店長
２００７年 ３月 同社 ジャスコ綾川店開設委員長
２０１１年 ７月 イオンリテール㈱ 中四国カンパニー営業企画部長
２０１４年 ３月 同社 マーケティング部長
２０１５年 ２月 同社 執行役員 マーケティング部長
２０１６年 ３月 同社 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
２０１７年 ３月 同社 専務執行役員 中四国カンパニー支社長（現任）

氏
名 速水 英樹（はやみ ひでき）
生年月日 １９７３年 ３月 １５日
主な経歴
１９９６年 ４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
２０１０年 ５月 ペットシティ㈱（現イオンペット㈱）監査役
２０１２年 ５月 ㈱コックス 取締役 経営管理部長
２０１６年 ２月 同社 取締役 管理担当
２０１７年 ３月 イオン㈱ 経営管理部長（現任）
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５. 新任執行役員の略歴
氏
名 川本 昌彦（かわもと まさひこ）
生年月日 １９６２年 １月２０日
主な経歴
１９８５年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
２００１年 ８月 同社 ジャスコ諏訪店長
２００３年 ２月 同社 ジャスコ松阪店長
２００４年 ３月 同社 ジャスコ広店長
２００６年 ３月 同社 ジャスコ鳥取北店長
２００９年 ９月 イオンリテール㈱ イオン小山店長
２０１１年 ９月 同社 イオン板橋店長
２０１２年 ９月 同社 イオン東岸和田店長
２０１５年 ２月 同社 名岐事業部長
２０１６年 ３月 同社 愛知事業部長（現任）

氏
名 鯉渕 豊太郎（こいぶち とよたろう）
生年月日 １９６４年 １１月１３日
主な経歴
１９８７年 ３月 伊勢甚ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
２００６年 ９月 同社 イオンラブラ万代店開設委員長
２００７年 ７月 同社 ジャスコ常陸大宮店長
２０１１年 ３月 イオンリテール㈱ イオン盛岡南店長
２０１２年 ３月 同社 イオン石巻店長
２０１３年 ３月 同社 阪神事業部長
２０１４年 ３月 広東イオン 社長
２０１７年 ３月 イオンリテール㈱ 神奈川事業部長
２０２０年 ２月 同社 東北プロジェクトチームリーダー（現任）

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㈱（現イオンドットコム㈱） 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
２０１７年 ３月 同社 取締役執行役員 営業推進本部長
２０１７年 ３月 イオンドットコム㈱ 代表取締役社長（現任）
２０１８年 ４月 イオン㈱ 執行役（現任） デジタル事業担当
２０１９年 ３月 同社 ネット事業担当（現任）
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氏
名 山本 実（やまもと みのる）
生年月日 １９５７年 ８月１１日
主な経歴
１９８１年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
１９９５年 ３月 同社 ジャスコ名取店長
１９９７年 ３月 同社 ジャスコ江釣子店長
１９９９年 ３月 同社 ジャスコ山形北店長
２０００年 ９月 同社 東北カンパニーストアサポート部長
２００１年 ３月 同社 西日本カンパニー営業企画部長
２００３年 ９月 同社 阪神事業部長
２００６年 ３月 同社 ストアオペレーション本部長
２００８年 ５月 同社 営業企画本部長
２００９年 ４月 イオンリテール㈱ 千葉事業部長
２０１０年 ３月 同社 山陽事業部長
２０１１年 ２月 同社 西近畿カンパニー経営企画部長
２０１３年 ９月 同社 実務訓練部長
２０１５年 ２月 同社 東海・長野カンパニー経営企画部長
２０１８年１０月 同社 ＩＴ・システム推進部長
２０１９年 ３月 同社 オペレーション本部長 兼 ＩＴ・システム推進部長
２０１９年 ９月 同社 システム企画本部長 兼 ＩＴシステム部長
２０１９年１０月 同社 システム企画本部長（現任）

氏
名 西野 克（にしの たかし）
生年月日 １９６３年 ２月 ８日
主な経歴
１９８５年 ４月 ㈱マイカル（現イオンリテール㈱）入社
２００４年 ２月 同社 コーディネーター部長
２００６年 ３月 同社 デリカ部長
２００９年 ４月 同社 中四国食品部長
２０１１年 ３月 同社 デリカ商品部長
２０１４年 ３月 同社 デリカ商品統括部長
２０１５年 ３月 同社 デリカ商品開発部長
２０１７年 ３月 同社 デリカ商品部長
２０１９年 ５月 同社 新業態開発部長（現任）
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氏
名 近藤 健司（こんどう けんじ）
生年月日 １９６０年１０月１５日
主な経歴
１９８３年 ４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
１９９５年 ４月 同社 ジャスコ西陣店長
１９９６年 ９月 同社 ジャスコ阿波池田店長
２００６年 ４月 同社 関東カンパニー人事教育部長
２００８年 ９月 イオンリテール㈱ ビジネスサポートセンター
受託企画推進部長
２０１１年 ９月 イオンキミサワ㈱ 人事総務本部長
２０１３年 ５月 マックスバリュ東海㈱
取締役（現任） 人事総務本部長（現任）兼 人事部長
２０１９年 ５月 同社 執行役員（現任）

以上
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