
                               ２００７年８月３１日 
                                  イオン株式会社 

取締役兼代表執行役社長 岡田元也 
(コード番号  8267) 

 

新会社３社の組織体制について 
 
 イオンは、グループシナジーを発揮し、お客さま満足を追求するために、グループ共通機能

の集約とグループマネジメント体制の構築をすすめています。この戦略に基づき、イオンでは、

グループとして最もシナジー効果が見込まれる、ＰＢ開発、需要集約、サプライチェーンマネ

ジメント（ＳＣＭ）という共通機能を担う新会社を設立し、８月２１日より本格稼動いたしま

した。 
 
この度、この「イオントップバリュ株式会社」「イオン商品調達株式会社」「イオングローバ

ルＳＣＭ株式会社」３社において、新たな組織体制を発足いたしますのでご案内いたします。 
 
 新会社は、グループ各社・友好企業から広く人材を招聘し、さまざまなノウハウを活かし、

知見を共有することで、より機能的かつ効率化を追求した取組みを推進いたします。そして、

業種・業態・国境の枠を超え、グループ共通の機能会社として新たな次元で事業会社を全面的

にサポートいたします。事業会社は、商品調達の効率化、コストの引き下げ等を実現するとと

もに、これまで以上に地域産品の開拓やローカルブランドの商品調達に専念できる体制を構築

し、よりお客さまにご満足いただける店づくりを目指します。 
 

記 
 

１．イオントップバリュ株式会社 
 
（１）組織体制 

①社長下に、トップバリュ商品本部、グリーンアイ商品本部、マーケティング＆ブランド 
マネジメント部、管理グループを配置する。 
②トップバリュ商品本部下には、グロッサリー商品部、デイリー・デリカ商品部、Ｈ＆Ｂ

Ｃ商品部を配置する。 
  ③グリーンアイ商品本部下には、生鮮・素材開発部、産地開発部を配置する。 
   
 
（２）取締役・監査役人事（９月１日付）  ※代表取締役社長は５月２１日付就任 
 
【役職】     【担当】（ ）内は旧職              【氏名】   
代表取締役社長                           朝長 哲 
取締役      トップバリュ商品本部長             堀井 健治 
         （イオン㈱ トップバリュ本部長） 
取締役      グリーンアイ商品本部長             植原 千之 
         （イオン㈱ トップバリュ本部グリーンアイ開発部長） 
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【役職】      【変更なし・現職】               【氏名】  
取締役（非常勤）  ㈱カスミ 取締役副社長 商品統括本部マネジャー  石原 俊明 
取締役（非常勤）  ㈱ダイエー 商品企画本部長            伊藤 誠一 
取締役（非常勤）  マックスバリュ中部㈱取締役常務執行役員商品担当 川口 高弘 
取締役（非常勤）  マックスバリュ北海道㈱ 代表取締役社長      松長 正三 
取締役（非常勤）  ㈱マイカル 常務取締役 商品担当         新澤 正吾 

 取締役（非常勤）  イオン㈱ 専務執行役 グループ商品担当          久木 邦彦 
  
【役職】      【変更なし・現職】                      【氏名】 
監査役（非常勤）  ミニストップ㈱ 代表取締役社長          横尾 博 
監査役（非常勤）  イオン㈱ 執行役 財経本部長                    若林 秀樹 

 
 
（３）一般人事（９月１日付） 
 
【新職】          【旧職】                【氏名】 
グロッサリー商品部長    イオン㈱ 関東カンパニー新潟商品部    東  広健 
デイリー・デリカ商品部長  イオン㈱ トップバリュ本部        薮田 純子 
Ｈ＆ＢＣ商品部長      イオン㈱ グループ商品担当付       井並 達也 
生鮮／素材開発部長     マックスバリュ西日本㈱ 畜産商品部長   為数 一美 
産地開発部長        ㈱マイカル九州 食品部長         守田 良二 

 
 
（４）人員構成（９月１日現在） 
 
 従業員数：１０１名 
 ・イオン㈱からの出向者 ４８名 
・各社からの出向者  ２１名 
＜内訳＞  ※ＭＶ＝マックスバリュ 
ダイエー：８名、イオン九州（マイカル九州含む）：３名、マイカル：３名、 
ＭＶ中部：２名、ＭＶ西日本：２名、ミニストップ：１名、イオンイーハート１名、 
アイク：１名、 

 ・新規採用  ２６名 
 
２．イオン商品調達株式会社 
 
（１）組織体制 

①社長下に、生鮮調達統括部、ステープル調達統括部、商品戦略統括部、管理部を配置  

する。 
②生鮮調達統括部下には、水産・畜産調達部、農産調達部を配置する。 

  ③ステープル調達統括部下には、グロッサリー調達部、デイリー調達部、Ｈ＆ＢＣ調達部

を配置する。 
  ④商品戦略統括部下には、リカー・ギフト調達部を配置する。 
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（２）取締役・監査役人事（９月１日付）  ※代表取締役社長は５月２１日付就任 
 
【役職】      【担当】（ ）内は旧職             【氏名】   
代表取締役社長                          鈴木 芳知 
 取締役       商品戦略統括部長                      荻谷 裕 
           （㈱ダイエー 食品商品供給本部 副本部長） 
 取締役       ステープル調達統括部長             広瀬 博 
           （イオン㈱ グロッサリー・デイリー調達部長） 
 取締役       生鮮調達統括部長                中野 修 
           （イオン㈱ 生鮮調達部長） 
 
【役職】      【変更なし・現職】              【氏名】 

 取締役（非常勤）  ㈱マルエツ 代表取締役社長           髙橋 惠三 
取締役（非常勤）  マックスバリュ西日本㈱ 代表取締役社長     藤本 昭 
取締役（非常勤）  マックスバリュ東海㈱ 代表取締役社長      内山 一美 

 取締役（非常勤）  オリジン東秀㈱ 代表取締役社長         加栗 章男 
 取締役（非常勤）  イオン㈱ 専務執行役 グループ商品担当     久木 邦彦 
 
【役職】      【変更なし・現職】              【氏名】 
 監査役（非常勤）  イオン九州㈱ 代表取締役社長          松井 博史 
監査役（非常勤）  イオン㈱ 常務執行役 グループ財経担当         西松 正人 

  
 
（３）一般人事（９月１日付） 
 
【新職】         【旧職】                   【氏名】  
農産調達部長       ㈱マルエツ 商品本部青果部コントローラー 細川 忍 
デイリー調達部長     ㈱マイカル 食品統括部ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ部長     藤田 潔 
リカー・ギフト調達部長  ㈱ダイエー 食品商品供給本部ギフト部長   友野 優 
管理部長         イオン㈱グループ需要集約担当付       梶原 敬介 

 
 
（４）人員構成（９月１日現在） 
 
 従業員数：６０名 
 ・イオン㈱からの出向者  ２４名 
・各社からの出向者    ２３名 
  ＜内訳＞  ※ＭＶ＝マックスバリュ 
ダイエー：５名、イオン北海道：１名、イオン九州：２名、マイカル：３名、  
マルエツ：２名、カスミ：１名、ＭＶ北海道：１名、ＭＶ東北：１名、 
ＭＶ東海：１名、ＭＶ中部：１名、ＭＶ西日本：３名、ミニストップ：１名、 
いなげや：１名 
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３．イオングローバルＳＣＭ株式会社 
 
（１）組織体制 

社長下に、企画部、運営部、ＳＣＭ改革部、管理部を配置する。 
    
 
（２）取締役・監査役人事（９月１日付）  ※代表取締役社長は５月２１日付就任 
 
【役職】      【担当】（ ）内は旧職             【氏名】 
代表取締役社長                          岩本 隆雄 
 取締役       運営部長                   橘  良治 

（イオン㈱ ＳＣＭ常温物流部長） 
 取締役       企画部長                   太田 年和 
           （イオン㈱ ＳＣＭ低温物流部長） 
 
 【役職】      【変更なし・現職】              【氏名】 
 取締役（非常勤）  ㈱カスミ 専務取締役              藤田 元宏 
            ＳＳ業務本部ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼 開発企画本部ﾏﾈｼﾞｬｰ 
取締役（非常勤）  ㈱ダイエー 取締役 システム物流、業務改革担当 中前 圭司 

 取締役（非常勤）  マックスバリュ東海㈱ 取締役 商品統括本部長  神尾 啓治 
 取締役（非常勤）  イオン㈱ 専務執行役 グループ商品担当     久木 邦彦 
 
 【役職】      【変更なし・現職】              【氏名】 
 監査役（非常勤）  イオン北海道㈱ 代表取締役社長         植村 忠規 
監査役（非常勤）  イオン㈱ 財務部長               岩原 俊郎 

 
 
（３）一般人事（９月１日付） 

 
【新職】         【旧職】                 【氏名】 

 ＳＣＭ改革部長      イオン㈱ ＳＣＭ改革部長         ジェンク グロル 
 管理部長         イオン㈱ ＳＣＭ管理ギフトグループ    田中 洋行 
 
 
（４）人員構成（９月１日現在） 
 
 従業員数：１１０名 
 ・イオン㈱からの出向者  ７８名 
・各社からの出向者    １４名 
  ＜内訳＞ ※ＭＶ＝マックスバリュ 
ダイエー：１名、イオン北海道：１名、イオン九州：２名、マイカル：１名、  
カスミ：１名、ＭＶ北海道：１名、ＭＶ東北：１名、ＭＶ東海：１名、ＭＶ中部：１名、

ＭＶ西日本：２名、ＭＶ九州：１名、フードサプライジャスコ：１名  
以上 
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【ご参考まで】 
 
各社からの人員構成一覧 
 
  イオントップバリュ㈱ イオン商品調達㈱ ｲｵﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙＳＣＭ㈱ 

  役員 一般 役員 一般 役員 一般 
計 

㈱ダイエー 1 8 1 4 1 1 16 

㈱マルエツ     1 2     3 

イオン北海道㈱       1 1 1 3 

イオン九州㈱   3 1 2   2 8 

㈱マイカル 1 3   3   1 8 

㈱カスミ 1     1 1 1 4 

ＭＶ北海道㈱ 1     1   1 3 

ＭＶ東北㈱       1   1 2 

ＭＶ東海㈱     1 1 1 1 4 

ＭＶ中部㈱ 1 2   1   1 5 

ＭＶ西日本㈱   1 1 3   2 7 

ＭＶ九州㈱           1 1 

ミニストップ㈱ 1 1   1     3 

㈱イオンイーハート   1         1 

オリジン東秀㈱     1       1 

アイク㈱   1         1 

㈱ﾌｰﾄﾞｻﾌﾟﾗｲｼﾞｬｽｺ           1 1 

㈱いなげや       1     1 

総計             72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜この件に関するお問い合わせ＞ 
イオン株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 （電話０４３－２１２－６０６１） 


