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機構改革および人事異動について 

 

 

 イオン株式会社は、別紙の通り、機構改革および人事異動を実施することとなりましたので 

お知らせいたします。 

以上 



２００７年３月２８日 

イ オ ン 株 式 会 社 

 

機構改革および人事異動について 

 
 

イオン株式会社は、企業価値の一層の向上を実現するために、下記の通り、機構改革および人事異動を実施い

たしますのでご案内申し上げます。 
 

１． 機構改革（３月２８日付） 

機構改革の趣旨 

①グループシナジーの更なる追求とグループマネジメント体制の強化。 

・グループ本社機能、グループ共通機能の各組織体制を整備し、グループ各社の成長を支える組織として   

の位置づけを明確にする。 

・グループ本社機能組織およびグループ共通機能組織は、各事業分野に対して人材や情報、資金等の経営 

資源やサービスを提供し、各事業の成長戦略実現をサポートするとともに、スケールメリットを最大限

に活かし、収益力改善に向けた取組みをグループ全体で加速させる。 

②収益力強化を図るために事業組織について、商品部機能の強化、ＳＣ機能の集約を中心とした組織体制の

見直し。 
 

【グループ本社機能組織】 

（１） コーポレート・コミュニケーション担当を廃止し、グループコミュニケーション担当を新設する。また、

その組織下に秘書室、コーポレート・コミュニケーション部を配置する。 

（２） お客さま担当を廃止し、グループお客さま担当を新設する。また、その組織下にブランディング部を新

設するとともに、ＣＳ部を配置する。お客さま担当組織下のお客さまサービス部は人事総務担当下に  

移管する。 

（３） グループ環境・社会貢献担当を新設し、その組織下に環境・社会貢献部を配置する。 

（４） 戦略・事業推進担当を廃止し、グループ戦略・事業推進・関連企業担当を新設する。また、その組織下

に戦略部、事業推進部、関連企業部を配置する。 

（５） 財経・関連企業担当を廃止し、グループ財経担当を新設する。また、その組織下に財経本部、内部統制

構築ＰＴを配置する。 

（６） 品質管理担当を廃止し、グループ品質管理担当を新設する。また、その組織下に品質管理部を配置する。 
 

【グループ共通機能組織】 

（７） グループプライベートブランド担当を新設し、その組織下にトップバリュ本部を配置する。また、トッ

プバリュ本部組織下にトップバリュ商品部とグリーンアイ開発部を配置する。 

（８） グループ需要集約担当を新設し、その組織下に生鮮調達部、グロッサリー・デイリー調達部、衣料調達

グループ、Ｈ＆ＢＣ調達グループを新設する。 

（９） ＳＣＭ担当を廃止し、グループＳＣＭ担当を新設する。また、その組織下に低温物流部、常温物流部、
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ＳＣＭ改革部を配置する。 

（１０） ＩＴ担当を廃止し、グループＩＴ担当を新設する。その組織下にＩＴ企画チーム、システム開発部、   

情報システム部、Ｂ２Ｂ推進部、ビジネスサポートセンター（アカウンティングサポート業務部、ビジ

ネスサポート業務部）を配置する。 

 

【事業組織】 

（１１） 衣料商品本部組織下のキッズ商品部、靴・鞄・服飾商品部を廃止し、子供・ベビー商品部、ホビー商品

部、靴商品部、鞄・服飾商品部、ジーニング・スポーツ商品部を新設する。 

（１２） 衣料企画チームを衣料ショップ企画本部に改称し、その組織下に衣料企画部を新設するとともに、エス

プリミュール事業部、ＳＥＬＦ＋ＳＥＲＶＩＣＥ事業部を配置する。 

（１３） 食品商品本部組織下にスイーツ商品部、リカー商品部、デリカ企画チームを新設する。 

（１４） 住居余暇商品本部組織下にホームファッション統括部を新設し、その組織下にホームファニシング商品

部、ハウスホールド商品部、総合ギフト商品部を配置する。 

（１５） 住居余暇商品本部組織下のスポーツ商品部をサイクル商品部に改称する。また、ホームファッション  

商品部パンドラＧをパンドラ商品部とする。 

（１６） Ｈ＆ＢＣ商品本部組織下にＨ＆ＢＣ企画チームを新設する。 

（１７） 商品担当組織下に海外商品部を新設する。 

（１８） ディベロッパー事業担当組織下に開発本部を新設し、その組織下に北海道開発部、東北開発部、関東  

開発部、中部開発部、西日本開発部、開発計画部、企業開発部、不動産統括部を配置する。 

（１９） ディベロッパー事業担当組織下にディベロッパー企画本部を新設し、その組織下に建設部、購買部、  

ディベロッパー企画部を配置する。 

（２０） ＳＣ事業本部組織下の東日本事業部、西日本事業部を廃止し、北日本事業部、関東事業部、中部事業部、

西日本事業部を新設する。また、ディベロッパー事業担当組織下の越谷レイクタウンディベロッパー  

事業部を越谷レイクタウン事業部に改称しＳＣ事業本部組織下に移管する。各カンパニー組織下のＳＣ

事業部を廃止し、その機能をＳＣ事業本部組織下の北日本事業部、関東事業部、中部事業部、西日本事

業部に移管する。 

 

２．執行役人事（３月２８日付） 

【新職】            【旧職】           【変更なし・現職】   【氏名】 

グループ戦略・事業推進・関連企業担当  戦略・事業推進担当     専務執行役       豊島 正明 

グループプライベートブランド担当  ＳＣＭ担当         常務執行役       朝長  哲 

グループＩＴ担当       ＩＴ担当           常務執行役       縣  厚伸 

グループ需要集約担当     Ｈ＆ＢＣ商品本部長     常務執行役       鈴木 芳知 

グループコミュニケーション担当  コーポレート・コミュニケーション担当  常務執行役        堤  唯見  

衣料ショップ企画本部長    衣料企画チームリーダー   執行役         荒井 荘豪 

兼衣料企画部長 

事業推進部長         財経本部長         執行役         原 周一郎 

スーパーセンター事業本部長を解く  イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長  執行役          岡崎 双一 

               兼スーパーセンター事業本部長 
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【新職】            【旧職】           【変更なし・現職】   【氏名】 

グループお客さま担当     お客さま担当        執行役         土谷 美津子 

兼ブランディング部長 

グループ品質管理担当     品質管理担当        執行役         宮地 邦明 

 

 

３． 一般人事（３月２８日付） 

  ∗店名のＪはジャスコ、ＭＶはマックスバリュ、ＭＧはメガマート、ＳｕＣはスーパーセンターの略 

【新職】            【旧職】                       【氏名】 

グループ環境・社会貢献担当  環境･社会貢献部長                  上山 静一 

グループ財経担当         ㈱マイカル                      西松 正人 

グループＳＣＭ担当      食品商品本部 副本部長               岩本 隆雄 

 

[グループお客さま担当下] 

ＣＳ部長           Ｊ下妻店長                      谷島 英明 

 

[グループ環境・社会貢献担当下] 

環境・社会貢献部長      環境・社会貢献部次長                高橋   晋 

 

[グループ戦略・事業推進・関連企業担当下] 

戦略部長           戦略・事業推進担当付                奥野 善徳 

 

[グループ財経担当下] 

財経本部長兼財務部長     財務部長                      若林 秀樹 

 

[グループ需要集約担当下] 

生鮮調達部長         畜産商品部長                    中野  修 

グロッサリー･デイリー調達部長  グロッサリー商品部長                広瀬  博 

 

<北日本カンパニー> 

北海道食品商品部長      中部カンパニー 食品商品部             三上 幸一 

Ｊ苫小牧店長         Ｊ土崎港店長                    伊藤 智之 

Ｊ下田店長          住居余暇商品本部                  及川 和之 

Ｊ藤崎店長          宮城福島事業部長付                 佐藤  茂 

Ｊ江刺店長          Ｊ釧路店                      木村 賢一    

Ｊ土崎港店長         Ｊ札幌発寒店                    藤田 祥子 

Ｊ中仙店長          Ｊ古川店長                     大西  義 

Ｊ古川店長          Ｊ酒田南店長                    小林 将人 

Ｊ富谷店長          Ｊ新東根店長                    有田 秀次 

Ｊ酒田南店長         Ｊ水戸内原店                    河内 元雄 
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【新職】            【旧職】                       【氏名】 

Ｊ新東根店長         千葉事業部長付                   倉科  弘 

Ｊ山形南店長         Ｊ中仙店長                     高菱 秀一 

      

<関東カンパニー> 

Ｊ東海店長          Ｊ松阪店長                     山田 美知 

Ｊ那珂町店長         Ｊ八千代緑が丘店                  倉島 修一 

Ｊ勝田店長          Ｊ徳島店長                     広瀬 文美 

Ｊ下妻店長          スポーツ＆レジャー事業部長             辻江 秀男 

Ｊ今市店長          Ｊ那珂町店長                    西川 吉典 

Ｊ栃木店長          ㈱マイカル                     神戸 一明 

Ｊ浦和美園店長        Ｊ栃木店長                     黒川  徹 

Ｊ与野店長          人事本部                      小嶋 常良 

Ｊ入間店長          Ｊ佐久平店長                    柴田 昭孝 

Ｊ八街店長          Ｊ与野店                      鈴木 正美 

Ｊ大網白里店長        Ｊマリンピア店                   佐藤 敏美 

Ｊ御嶽山駅前店長       Ｊ美濃店長                     橋本 幸久 

Ｊ相模原店長         Ｊ大和店長                     竹村 光弘 

Ｊ大和鶴間店長        Ｊ大網白里店長                   吉井 敏夫 

Ｊ大和店長          ＳｕＣ真岡店長                   鈴木 貴雄 

越谷店開設委員長       Ｊ浦和美園店長                   北田  稔 

 

<中部カンパニー> 

三河事業部長         中部カンパニー 衣料商品部長            小田 俊一 

Ｊ須坂店長          Ｊ浜松西店                     赤穂 好範 

Ｊ新大町店長         Ｊ木曽川店                     吉原 立夫 

Ｊ佐久平店長         Ｂ２Ｂ推進部                    脇田 賢一 

Ｊ飯田店長          Ｊ半田店長                     河合 一秀 

Ｊ美濃店長          Ｊ白子店                      井上 智雄 

Ｊ富士宮店長         Ｊ新宮店長                     前田  晃 

Ｊ東浦店長          Ｊ伊勢店長                     簾内 滋雄 

Ｊ半田店長          Ｊ新大町店長                    鈴木  太 

Ｊ田原店長          Ｊ岡崎南店                     久野 千代子 

Ｊ四日市尾平店長       Ｊ白子店長                     湊  博昭 

Ｊ白子店長          Ｊ田原店長                     金子  徹 

Ｊ松阪店長          Ｊ須坂店長                     小澤 俊彦 

Ｊ伊勢店長          ㈱マイカル                     井上 浩二 

Ｊ新宮店長          Ｊ飯田店長                     藤江  隆 

衣料商品部長         衣料商品本部 靴・鞄・服飾商品部長         安藤 一彦 
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【新職】            【旧職】                       【氏名】 

ストアサポート部長      ストアオペレーション本部              高橋 由紀夫 

 

<西日本カンパニー> 

阪神事業部長         Ｊ苫小牧店長                    桝野  誠 

阪和事業部長         山陽事業部長                    斉藤 博憲 

山陽事業部長         イオン九州㈱                    長岡 雅彦 

Ｊ長浜店長          西日本カンパニー 経営企画部            勝部 幸定 

Ｊ西大津店長         広東ジャスコ出向                  尾本 正利 

Ｊいかるが店長        Ｊ喜連瓜破駅前店                  瀬戸 秀彰 

Ｊ野田阪神店長        Ｊ与野店長                     宇佐美 比呂志 

Ｊ諏訪の森店長        Ｊ高槻店                      村田 充朗 

Ｊ貝塚店長          Ｊいかるが店長                   乾  洋一 

Ｊつくしが丘店長       Ｊ長浜店                      横倉 実可 

Ｊ山崎店長          Ｊ堺北花田店                    杉原 博文 

Ｊ倉敷店長          Ｊつくしが丘店長                  柏倉 泰子 

Ｊイオン倉敷店長       Ｊ倉敷店長                     金田 博正 

Ｊみゆき店長         西日本カンパニー 食品商品部            赤尾  浩 

Ｊ光店長           ＭＧイオン倉敷店長                 北内 幸士郎 

Ｊ徳島店長          Ｊ橿原店                      藤原 秀作 

衣料商品部長         衣料商品本部 キッズ商品部長            堀内 新吾 

食品商品部長         食品商品本部 ガーデニング・グリナリー商品部長         谷口 嘉男 

 

<マックスバリュ事業本部> 

関西・北陸事業部長      マックスバリュ経営企画部長             本郷 晴重 

 

<スーパーセンター事業本部> 

スーパーセンター事業本部長  三河事業部長                     山田 信晴 

関西・関東事業部長      スーパーセンター事業本部 副本部長          渡部 和仲 

ＳｕＣ真岡店長        Ｊ東海店長                     中村 哲彦 

ＳｕＣ弥富店長        ＳｕＣ大安寺店                   大西 俊尚 

衣料商品部長         西日本カンパニー 衣料商品部長           片山 雅夫 

管理部長           イオンスーパーセンター㈱出向            桝井 寛人  

中主店開設委員長       ＳｕＣ弥富店長                   中尾  智 

 

[営業担当下] 

スポーツ＆レジャー事業部長  阪神事業部長                    南  義昭 

スポーツ＆レジャー事業部 営業部長  Ｊ大和鶴間店長                   片寄 英治 
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【新職】            【旧職】                       【氏名】 

[商品担当下] 

海外商品部長         デジタル商品部長                  中山 精二 

 

<衣料商品本部> 

子供・ベビー商品部長     キッズ商品部                    梅田 晶子 

ホビー商品部長        キッズ商品部                    清水 信一 

靴商品部長          靴･鞄･服飾商品部                  北垣 仁志 

鞄・服飾商品部長       インナー商品部                    有賀 裕子 

ジーニング・スポーツ商品部長  衣料商品本部                    西野 実治     

 

<食品商品本部> 

デリカ企画チームリーダー   ㈱イオンイーハート                 郷田 庸憲 

スイーツ商品部長       食品商品本部長付                  山田 宏子 

グロッサリー商品部長     北海道食品商品部長                 小川 孝之 

畜産商品部長         畜産商品部                     横山 昭彦 

リカー商品部長        食品商品本部長付                  佐藤 日昭 

ガーデニング･グリナリー商品部長  阪和事業部長                    家志 太二郎 

コーディネーターＧマネージャー  西日本カンパニー 食品商品部長           田中 克朗 

 

<住居余暇商品本部> 

ホームファッション統括部長  住居余暇商品本部 副本部長             安川 和彦 

パンドラ商品部長       住居余暇商品本部                  佐藤  香 

総合ギフト商品部長      ハウスホールド商品部                松岡 朋子 

サイクル商品部長       スポーツ商品部長                  有本 茂樹 

デジタル商品部長       総合ギフト商品部長                 宮瀬 浩至 

 

<Ｈ＆ＢＣ商品本部> 

Ｈ＆ＢＣ商品本部長      マックスバリュ事業本部 東海事業部長        石田 伸二 

ビューティ商品部長      トップバリュ商品部                 榎本 直子 

Ｈ＆ＢＣ企画チームリーダー  ビューティ商品部長                  山本 洋子 

 

<開発本部> 

開発本部長          開発企画本部長                   口広  守 

 

<ディベロッパー企画本部> 

ディベロッパー企画本部長   ディベロッパー企画部長               清水  明 

兼ディベロッパー企画部長 
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【新職】            【旧職】                       【氏名】 

<ＳＣ事業本部> 

北日本事業部長        北日本カンパニー ＳＣ事業部長           佐藤 博史 

関東事業部長         ＳＣ事業本部 東日本事業部長            恒田  満 

中部事業部長         中部カンパニー ＳＣ事業部長            西村 喜義 

西日本事業部長        ＳＣ事業本部 西日本事業部長            荒木 明博 

越谷レイクタウン事業部長   越谷レイクタウンディベロッパー事業部長       合田 正典 

越谷レイクタウン事業部    売場企画チーム                   坂本  潤 

ＳＣ企画部長             

 

 [出向] 

イオンスーパーセンター㈱   ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ事業本部 関西・関東事業部長        宮下 雄二 

イオンスーパーセンター㈱   Ｊイオン倉敷店長                  後藤 千尋 

イオンスーパーセンター㈱   宮城福島事業部長付                 佐藤  潤 

㈱マイカル          中部カンパニー ストアサポート部長         福江  潔 

㈱マイカル          Ｊ光店長                      秋川 安宏 

広東ジャスコ         Ｊ御嶽山駅前店長                  和田 敏治 

㈱マイカルカンテボーレ    マックスバリュ事業本部 関西・北陸事業部長     平尾 健一 

イオンモール㈱        Ｊ西大津店長                    木本 達郎 

㈱イオンイーハート      戦略部長                      辻  晴芳 

アイク㈱           Ｊ山形南店長                    有末 智明 

 

 

以上 


