
 

２０２２年９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、多様化するお客さまのライフスタイルや地域のニーズに対応した魅力的な商品・

サービスを提供するため、総合の強みを生かした新たな成長フォーマットを展開しています。 

こうした中、フォーマットの確立と迅速な拡大に向け、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（９月６日付） 

 

＜本社組織＞ 

［ＭＤ改革本部 組織］ 

 新業態推進部を新設する。 

 

［住居余暇本部 組織］ 

 ホームコーディ統括部を新設し、組織下にホームファッション商品部と生産部を  

配置する。 

 リフォーム部をアプライアンス・モバイル統括部組織下に移管する。 

 

［ネットスーパー本部 組織］ 

 営業企画本部組織下のイオンショップ推進部を移管する。 

 

［ディベロッパー担当 組織］ 

 ＤＶ経営企画部を改組し、開発本部組織下に開発計画部を新設、ＳＣ本部組織下

にＳＣコーディネーター部を新設する。 

 建設統括部をディベロッパー担当直轄組織とする。 
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２. 人事異動（９月６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】 

＜北関東カンパニー＞ 

西埼玉事業部長 西東京山梨事業部長 鶴井 陸太郎 

イオン土浦店長 イオンスタイルふじみ野 店長 船渡川 晴彦 

イオンつくば店長 イオン浦和美園店長 川谷  昭彦 

イオン下妻店長 イオン八潮南店長 加藤   崇 

イオン高萩店長 イオンスタイル水戸内原 樹下  康佑 

イオンスタイル高崎 店長 イオン金沢シーサイド店長 鈴木 由紀子 

イオン八潮南店長 イオン浦和美園店 長谷川 三広 

イオン浦和美園店長 イオンスタイル高崎 店長 森野  陽光 

イオンスタイルふじみ野 店長 イオン長浦店長(*) 小嶋 雄一朗 

イオン狭山店長 イオン高萩店長 浦園   哲 

イオン新座店長 イオン下妻店長 小林  弘二 

衣料部長 イオンスタイル伊丹昆陽 店長 栢野  博子 

住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部長 住居余暇本部 塚本  章義 

＜南関東カンパニー＞ 

西東京山梨事業部長 イオン秦野店長 渡邉  浩昌 

イオンスタイル木更津 店長 イオンスーパーセンター（株）出向 高菱  秀一 

イオン八街店長 イオンスタイル南砂 店長 鈴木  貴雄 

イオン長浦店長(*) イオンスタイルつきみ野 店長 窪田   哲 

イオン東金店長 東東京事業部 木本  直俊 

イオン富津店長 イオンスタイル碑文谷(*) 鈴木   審 

イオンスタイル君津 店長 イオンスタイル新百合ヶ丘 古賀  広継 

イオン市川妙典店長 イオンスタイル座間 店長 松村  隆司 

イオンスタイル南砂 店長 イオンスタイル木更津 店長 前田  尚平 

イオンスタイル板橋前野町 店長 イオンスタイル君津 店長 三浦  伸緒 

イオンスタイル東戸塚 店長(*) 近畿ＳＣ部長 飯塚  公一 

イオン金沢シーサイド店長 ヴィルマルシェ青山店 坪井  英介 

イオン秦野店長 イオン扶桑店長 伊藤   滋 

イオン橋本店長 北関東Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部長 東尾  啓央 

イオンスタイル座間 店長 イオン橋本店長 石坂  大介 

イオンスタイルつきみ野 店長 南関東Ｃストアオペレーション部 平野  良一 

経営管理部長 カフェランテ商品部長 吉澤  研二 

＜北陸信越カンパニー＞ 

イオン県央店長 イオン十日町店長 嘉成  悌一 

イオン上越店長 中四国Ｃ食品部 松田  雅之 

イオン十日町店長 イオン諏訪ステーションパーク店 亀渕  克諒 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン佐久平店長 イオン八街店長 鈴木  宏志 

イオン木曽福島店長 イオン下門前店長 小林  大樹 

イオンもりの里店長 イオン県央店長 平尾   亮 

イオン小松店長 イオン木曽福島店長 西原  辰幸 

イオン加賀の里店長 ＷＡＯＮ推進部 中島  規行 

イオンスタイルとなみ 店長 イオン高岡店長 太田  敦士 

イオン金沢店長 イオン富津店長 永井  知海 

イオン高岡店長 イオンスタイル白山 末次  竜太 

＜東海カンパニー＞ 

イオン浜松志都呂店長 イオン焼津店長 玉置  寿幸 

イオン焼津店長 イオン田原店長 千々波 一郎 

イオン浜松西店長 イオン名張店長 栗田  博行 

イオン熱田店長 イオン市川妙典店長 竹原  秀治 

イオンスタイル名古屋茶屋 店長 イオン岐阜店長 松本  浩一 

イオン三好店長 北関東ＳＣ部長 伊藤  智之 

イオン豊橋南店長 北関東Ｃ衣料部長 米谷  耕一 

イオン扶桑店長 イオンスタイル名古屋茶屋 店長 安本  勝巳 

イオン田原店長 イオン新瑞橋店 伊藤  大輔 

イオン岐阜店長 イオン浜松志都呂店長 岩尾  祐紀 

イオン名張店長 イオン熊野店長 中田  貴裕 

イオン津店長 東海Ｃ人事総務部 奥田  忠司 

イオン熊野店長 イオン日永店長 河野  正純 

イオン日永店長 イオン各務原店 石川  恵子 

経営管理部長 イオン姫路リバーシティー店長 行木  照雅 

住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部長 イオン三好店長 深津  正起 

＜近畿カンパニー＞ 

イオンスタイル草津 店長 イオンスタイルｕｍｉｅ 店長 瀬戸  宏保 

イオン京都西店長 イオンスタイル茨木 安田   正 

イオン近江八幡店長 イオン亀岡店長 久本  剛史 

イオン福知山店長 イオンりんくう泉南店長 小倉   裕 

イオン亀岡店長 イオンスタイル伊丹 篠原   歴 

イオンスタイル橿原 店長 イオン佐久平店長 鈴鹿  恵一 

イオン大和郡山店長 イオンつくば店長 北野  牧人 

イオンスタイル伊丹昆陽 店長 イオンスタイル堺鉄砲町 店長 神本  圭一 

イオン神戸北店長 イオンスーパーセンター（株）出向 河合   剛 

イオンスタイルｕｍｉｅ 店長 イオンスタイル海老江 平野  力也 

イオン三田店長(*) イオンリカー＆ビューティー川西店 和田  惇助 

イオン姫路リバーシティー店長 中四国Ｃ人事総務部長 肥野  純子 
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【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン姫路大津店長 イオン大和郡山店長 浅野  正憲 

イオン社店長 イオン三田店長(*) 藁粥  一彰 

イオン加西北条店長 イオン東金店長 山本  祥太 

イオン大阪ドームシティ店長 イオン神戸北店長 竹鼻  正幸 

イオン吹田店長(*) イオン福知山店長 蔭山  啓二 

イオン北千里店長 南大阪事業部 大下  博司 

イオンりんくう泉南店長 イオンスタイル橿原 店長 西田 美智代 

イオンスタイル堺鉄砲町 店長 イオン社店長 梶本   望 

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 青木  武志 

＜中四国カンパニー＞ 

イオン鳥取北店長 イオン姫路大津店長 渡辺  佳章 

イオン鳥取店長 イオンスタイル岡山青江 蔵野  健司 

イオン宇品店長 イオン鳥取店長 犬山  祐二 

イオンスタイル岡山 店長 イオンスタイル松山 店長 西住  雅俊 

イオン広店長 イオン津山店 永田  素子 

イオンスタイル今治新都市 店長 京都滋賀事業部 中嶋  崇路 

イオン高松東店長 イオン鳥取北店長 市川  裕記 

イオン新居浜店長 イオン広店長 水口  亮太 

イオンスタイル松山 店長 イオン高松東店長 宝諸  徳久 

経営管理部長 東海Ｃ経営管理部長 松本  卓也 

人事総務部長 南関東Ｃ人事総務部 野田   泉 

 

＜本社組織＞ 

[食品本部 組織] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンショップチームリーダー グロサリー商品部 杉本  愼也 

カフェランテ商品部長 食品本部コーディネーター部 高木  絢子 

 

[衣料本部 組織] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

副本部長 衣料本部 森脇  夏樹 

コーディネーター部長 衣料本部コーディネーター部 田坂  健治 

雑貨商品部長 ステーショナリー商品部長 白鳥  圭子 

 

[住居余暇本部 組織] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

ホームコーディ統括部長 生産部長 小河   豊 

生産部長 住居余暇本部 沢田   泉 

ステーショナリー商品部長 
住居余暇本部 

イオンスタイルオンラインチーム 
木村  隆志 
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[ＭＤ改革本部 組織] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

新業態推進部長 商品戦略部長 森清  智之 

 

[システム企画本部 組織] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

本部長 副本部長 山村  卓也 

 

[ネットスーパー本部 組織] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

本部長 中四国Ｃ経営管理部長 藤岡  慶太 

 

[イオンスタイルオンライン本部 組織] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

ＥＣシステム部長 近畿Ｃストアオペレーション部長 井口   光 

 

[ディベロッパー担当 組織] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

開発本部長 兼 開発計画部長 ディベロッパー経営企画部長 中本  太郎 

南関東開発部長 南関東開発部 長野  哲也 

ＳＣコーディネーター部長 ＳＣ本部 西井  智子 

リーシング企画部長 東海ＳＣ部長 小林  秀行 

ＳＣ営業企画部長 リーシング企画部 澤村  康大 

北関東ＳＣ部長 リーシング企画部長 根尾   奨 

東海ＳＣ部長 ＳＣ営業企画部長 西條  克則 

近畿ＳＣ部長 近畿ＳＣ部 住井  竹男 

イオンマリンピアＳＣ  

ゼネラルマネージャー 
雑貨商品部長 山木  徹三 

イオン板橋ＳＣ  

ゼネラルマネージャー 

イオンモール猪名川  

ゼネラルマネージャー 
仲田  啓二 

イオン三好ＳＣ  

ゼネラルマネージャー 
東海ＳＣ部 松本  英一 

イオン洛南ＳＣ  

ゼネラルマネージャー 
山陽事業部 松尾  正雄 

イオンモール猪名川  

ゼネラルマネージャー 
イオンマリンピアＳＣ 青田 ルリ子 

イオンモール出雲  

ゼネラルマネージャー 

イオン洛南ＳＣ 

ゼネラルマネージャー 
西野   清 

 

以 上 

 

 


