
 

２０２３年３月１０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、サプライチェーン改革を商販一体で推進する専門組織やマネジメント体制を

構築し、地域のお客さまに必要な商品やサービスを迅速にご提供するため、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（３月１１日付） 

 

＜カンパニー組織＞ 

 住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部を改組し、住居余暇部、Ｈ＆ＢＣ部を新設する。 

 新潟ＳＭ事業部を新設する。 

 愛知事業部、岐阜北勢事業部を再編し、東愛知事業部、西愛知岐阜事業部とする。 

 

＜本社組織＞ 

[ＭＤ改革本部 組織] 

 ＳＰＡ推進部を新設する。 

 

[住居余暇本部 組織] 

 アプライアンス・モバイル統括部をスマートライフ統括部に改称する。 

 ホームコーディ統括部を改組し、ホームコーディ商品部、生産部とする。 

 

[Ｈ＆ＢＣ本部] 

 住居余暇本部組織下のイオンスマイル事業部を移管する。 
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２. 人事異動（３月１１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】 【現職】 【氏名】 

＜北関東カンパニー＞ 

栃木群馬事業部長 イオンスタイル四條畷 店長 森下  陽介 

イオンスタイル水戸内原 店長 イオン北浦和店長 早井  史人 

イオン古河店長 北関東Ｃ人事総務部 教育担当部長 鈴野  仁美 

イオン東海店長 イオンスタイル水戸下市 店長 日野  敬介 

イオンスタイル水戸下市 店長 東埼玉事業部 染谷  雄大 

イオンスタイルレイクタウン 店長 イオン海老名店長 加納  良徳 

イオン川口前川店長 イオンスタイル水戸内原 店長 多田  和浩 

イオン南越谷店長(*) 北関東Ｃデジタル・営業推進部 藤居  修平 

イオンスタイル新井宿駅前 店長 イオンスタイル北戸田 森安  慶太 

イオン大井店長 イオン東北（株）出向 社本  一郎 

イオン北浦和店長 イオン大宮西店長 加藤   誠 

イオン大宮西店長 イオンスタイル美園三丁目 店長 岩崎  一郎 

イオン熊谷店長 イオン光店長 乾   洋文 

食品部長 南関東Ｃ食品部 黒田  達士 

住居余暇部長 北関東Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部長 塚本  章義 

Ｈ＆ＢＣ部長 北関東Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部 辻本  一郎 

人事総務部 教育担当部長 北関東Ｃ人事総務部 渡部  奈美 

＜南関東カンパニー＞ 

イオン館山店長 イオン大月店長(*) 渡辺   渡 

イオン稲毛店長 イオン練馬店長(*) 関田  海星 

イオン海浜幕張店長 イオン館山店長 小川  明義 

イオンスタイル千葉みなと 店長 イオンスタイル板橋 渋木 賢一郎 

イオン練馬店長(*) イオンスタイル戸塚 店長 川崎   聡 

イオンスタイル有明ガーデン 店長 イオンスタイル千葉みなと 店長 越後  直樹 

イオン東久留米店長 東海Ｃストアオペレーション部長 橋本  幸久 

イオンスタイル多摩平の森 店長 イオン藤沢店長 橋本  隆之 

イオン大月店長(*) 西東京山梨事業部 玉垣   薫 

イオンスタイル戸塚 店長 西千葉事業部 原   潤一 

イオン海老名店長 イオン稲毛店長 中原  宏平 

イオン藤沢店長 イオン東北（株）出向 川崎   洋 

住居余暇部長 ホームファッション商品部長 山田  高政 

Ｈ＆ＢＣ部長 近畿Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部長 池幡   実 

＜北陸信越カンパニー＞ 

新潟ＳＭ事業部長 北陸信越Ｃ支社長付 杉浦  正剛 

イオンスタイル新潟南 店長 イオン新潟東店長 上山   智 
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【新職】 【現職】 【氏名】 

イオン新潟東店長 （株）光洋出向 和田  敏治 

イオン新潟西店長 イオン白根店長 重栖  孝一 

イオン白根店長 イオンスタイル中条 店長 本保   聖 

イオンスタイル中条 店長 イオン上越寺店長 柴田  真之 

住居余暇部長 北陸信越Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部長 辰巳  浩之 

Ｈ＆ＢＣ部長 近畿Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部 長谷川 恵一 

＜東海カンパニー＞ 

東愛知事業部長 イオン浜松市野店長 上床   睦 

西愛知岐阜事業部長 岐阜北勢事業部長 中沢   剛 

イオン浜松市野店長 イオンスタイル豊田 店長 福本  慶子 

イオンスタイル富士宮 店長 イオン川口前川店長 串田  浩二 

イオン大高店長 イオン新瑞橋店長 岡川  嘉伸 

イオン新瑞橋店長 イオン阿児店長 山本  拓生 

イオン金山店長(*) イオン伊賀上野店長 船越  義規 

イオン名古屋東店長(*) イオン東北（株）出向 髙島  彩子 

イオンスタイル名古屋則武 店長 住居余暇本部コーディネーター部 大西  智子 

イオンスタイル高針原 店長 名古屋事業部 片岡  哲治 

イオンスタイル豊田 店長 イオンスタイル名古屋則武 店長 石川  博己 

イオンスタイル常滑 店長 イオン津山店長 磯永  裕介 

イオン蒲郡店長 イオンスタイル高針原 店長 森   充弘 

イオン関店長 静岡事業部 後藤  賢一 

イオン阿児店長 イオン尾鷲店長 葛西  知之 

イオンスタイル津南 店長 イオン関店長 光石 大二郎 

イオン尾鷲店長 イオン浜松市野店 藤澤  誠次 

イオン伊賀上野店長 東海Ｃデジタル・営業推進部 坂元  兼憲 

ストアオペレーション部長 東海Ｃストアオペレーション部 明楽   健 

衣料部長 イオン名古屋東店長(*) 太田  和恵    

食品部長 北関東Ｃ食品部長 岡   晋司 

住居余暇部長 東海Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部長 深津  正起 

Ｈ＆ＢＣ部長 イオン大井店長 角   繁行 

＜近畿カンパニー＞ 

京都滋賀事業部長 イオンマーケット（株）出向 中田   満 

イオン布施駅前店長 イオン高知旭町店長 伊野   宏 

イオンスタイル洲本 店長 イオン大高店長 佐々木 裕司 

イオン三田ウッディタウン店長 イオン三木青山店長 黒田  崇裕 

イオン垂水店長 イオン古川橋駅前店長(*) 山村  浩司 

イオン明石店長 東海Ｃ衣料部長 宮内  敏明 

イオン三木青山店長 イオン姫路リバーシティー店 時野谷  敏 
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【新職】 【現職】 【氏名】 

イオンスタイル四條畷 店長 イオンスタイル新潟南 店長 宮腰  八郎 

イオン高槻店長 イオン防府店長 東畑  秀俊 

イオン古川橋駅前店長(*) イオン高槻店長 安澤  正臣 

イオンスタイル金剛東 店長 イオン貝塚店長 田村  友英 

イオン貝塚店長 人材育成部 石川  博樹 

ストアオペレーション部長 イオン三田ウッディタウン店長 伊藤  将彦 

食品部長 中四国Ｃ食品部長 浅沼  信和 

住居余暇部長 南関東Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部長 東   直仁 

Ｈ＆ＢＣ部長 ビューティ商品部長 山本  洋子 

＜中四国カンパニー＞ 

イオン大田店長 イオンスタイル高知 樋口  大介 

イオン米子駅前店長 中四国Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部長 平石  正憲 

イオン防府店長 イオン海浜幕張店長 粟屋  伸介 

イオン津山店長 イオン大田店長 福井  雅浩 

イオン光店長 イオンスタイル松江 宝迫  健二 

イオン高松東店長 イオン琉球（株）出向 永瀬  英則 

イオン高知旭町店長 イオン金山店長(*) 安並 こゆき 

食品部長 デリカ商品部 西川  朋寿 

住居余暇部長 住居余暇本部コーディネーター部長 本谷  秀樹 

Ｈ＆ＢＣ部長 中四国Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部 近藤  佳恵 

 

＜本社組織＞ 

[ＭＤ改革本部 組織] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

商品戦略部長 商品戦略部 横田  大輔 

ＳＰＡ推進部長 住居余暇本部生産部長 沢田   泉 

 

[衣料本部 組織] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

副本部長 衣料本部コーディネーター部長 田坂  健治 

コーディネーター部長 衣料本部コーディネーター部 三浦  俊彦 

素材開発・生産部長 インナー商品部長 繁縄  善郎 

レディス商品部長 東海Ｃ衣料部 渡辺   勇 

インナー商品部長 素材開発・生産部長 勝間田  努 

 

[住居余暇本部 組織] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

コーディネーター部長 リフォーム部長 隆杉  幸弘 

生産部長 近畿Ｃ住居余暇・Ｈ＆ＢＣ部 輿石  和信 
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【新職】 【現職】 【氏名】 

ホームコーディ商品部長 ホームコーディ統括部長 小河   豊 

スマートライフ統括部長 兼   

アプライアンス商品部長 

アプライアンス・モバイル統括部長 兼 

アプライアンス商品部長 
生田  政光 

リフォーム部長 リフォーム部 魚津  幸生 

 

[Ｈ＆ＢＣ本部 組織] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

ビューティ商品部長 ビューティ商品部 古澤  隆司 

 

[システム企画本部 組織] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

システム企画本部長 兼  

ストアオペレーション部長 
システム企画本部長 山村  卓也 

 

[ネットスーパー本部 組織] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

ネットスーパー本部長 兼  

イオンショップ推進部長 
ネットスーパー本部長 藤岡  慶太 

 

[ディベロッパー担当 組織] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

開発本部長 兼 中四国開発部長 開発本部長 兼 開発計画部長 中本  太郎 

開発計画部長 開発計画部 内藤  拓也 

東海開発部長 東海開発部 藤澤   徹 

近畿開発部長 東海開発部長 藤田 佐与次 

東日本建設部長 西日本建設部長 長谷川  智 

西日本建設部長 東日本建設部長 白波瀬 秀樹 

投資開発部長 投資開発部 笠原  裕一 

北陸信越ＳＣ部長 中四国ＳＣ部長 樋口  太朗 

中四国ＳＣ部長 東海ＳＣ部 遠藤  隆雄 

イオンモール津田沼 

ゼネラルマネージャー 

イオン新浦安ＳＣ 

ゼネラルマネージャー 
山崎  佳子 

イオン新浦安ＳＣ 

ゼネラルマネージャー 

イオン相模原ＳＣ 

ゼネラルマネージャー 
飯田  篤司 

イオン相模原ＳＣ 

ゼネラルマネージャー 

ゆみ～る鎌取ＳＣ 

ゼネラルマネージャー 
桂   栄二 

ゆみ～る鎌取ＳＣ 

ゼネラルマネージャー 

イオン金沢八景ＳＣ 

ゼネラルマネージャー 
角   正彦 

イオン金沢八景ＳＣ 

ゼネラルマネージャー 
南関東ＳＣ部 桑原  正男 
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[社長直轄 組織] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

経営監査室長 イオンスーパーセンター（株）出向 向井  政宏 

 

 

  以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


