
２０１０年３月２４日 

各 位 

会 社 名  イ  オ  ン  株  式  会  社 

代表者名   取締役兼代表執行役社長    岡田 元也 

       （証券コード  8267） 

問合せ先   取締役兼執行役 社長室責任者   林  直 樹 

 (電話番号   043-212-6042） 

 

グループ会社の代表者および役員等の異動について 
 

イオン株式会社ならびにグループ各社は、下記のとおり代表者および役員等の異動を実

施いたしますのでご案内申し上げます。なお、４月または５月に開催予定の各社定時株主

総会および取締役会での決議を経て就任いたします。 

 
記 

 

１．役員人事 

【新職】             【現職】             【氏名】  

＜ＧＭＳ事業＞ 

イオンリテール㈱         イオン商品調達㈱          鈴木 芳知 

食品商品本部長               代表取締役社長 
 

㈱サンデー            イオンリテール㈱         宮下 直行 

代表取締役社長          名古屋事業部長 

 

 ＜ＳＭ事業＞ 

マックスバリュ東北㈱       イオントップバリュ㈱       宮地 邦明 

代表取締役社長          専務取締役 

 

マックスバリュ東海㈱取締役会長  マックスバリュ東海㈱       内山 一美 

兼イオントップバリュ㈱代表取締役社長   代表取締役社長 

 

マックスバリュ東海㈱       イオンリテール㈱         寺嶋  晋 

代表取締役社長          生鮮商品部長 

 

㈱光洋              マックスバリュ九州㈱       築城 政雄 

代表取締役会長          代表取締役社長 

 

マックスバリュ九州㈱       イオンタイランド㈱        柴田 英二 

代表取締役社長          取締役社長 

 

＜アセアン事業＞ 

イオンタイランド㈱        ㈱マイカルカンテボーレ代表取締役社長    平尾 健一 

取締役社長            兼イオンベーカリーシステム㈱代表取締役社長 

 

＜商品機能等＞ 

イオン㈱執行役          イオン㈱執行役          久木 邦彦 

兼ｲｵﾝ商品調達㈱代表取締役社長   兼イオントップバリュ㈱代表取締役社長        

 

イオン商品調達㈱         イオンリテール㈱         浅田  博 

常務取締役            取締役食品商品本部長     



 

㈱マイカルカンテボーレ代表取締役社長    マックスバリュ東北㈱       勝浦 二郎 

兼イオンベーカリーシステム㈱代表取締役社長  代表取締役社長 

 

２．新任会長および社長の略歴 

氏 名  宮下 直行（みやした なおゆき） 

生年月日  昭和２７年（１９５２年）４月１７日 

主な経歴  昭和５０年（１９７５年） ３月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

平成１４年（２００２年） ５月  青島ジャスコ 総経理 

平成１５年（２００３年） ９月  広東ジャスコ 総経理 

平成１７年（２００５年） ４月  イオンストアーズ香港 総経理 

平成１８年（２００６年） ５月  イオンチャイナ 総経理 

平成２０年（２００８年） ５月  イオン㈱ 名古屋事業部長 

平成２１年（２００９年） ８月  イオンリテール㈱ 

 名古屋事業部長 

 

氏 名  宮地 邦明（みやち くにあき） 

生年月日  昭和２６年（１９５１年）１０月１２日 

主な経歴  昭和５１年（１９７６年） ３月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

平成１０年（１９９８年） ３月  同社 ＳＳＭ商品本部近畿商品部長 

平成１１年（１９９９年） ３月  同社 ＳＳＭ商品本部 

コーディネーター部長 

平成１４年（２００２年） ２月  同社 ＳＳＭ商品本部 

食品品質管理部長 

平成１６年（２００４年） ３月  同社 品質管理部長 

平成１８年（２００６年） ５月  同社 執行役  

平成１８年（２００６年） ９月  同社 品質管理担当 

平成１９年（２００７年） ３月  同社 グループ品質管理担当 

平成１９年（２００７年） ９月  同社 東北カンパニー支社長 

平成２０年（２００８年） ４月  イオンリテール㈱ 取締役 

平成２１年（２００９年） ５月  イオントップバリュ㈱ 

専務取締役（現） 

 

氏 名  内山 一美（うちやま かずみ） 

生年月日  昭和２３年（１９４８年）４月９日 

主な経歴  昭和４７年（１９７２年） ３月  ㈱八百半デパート（現マックスバリ

ュ東海㈱）入社 

昭和６１年（１９８６年） ４月  マレーシアヤオハン 店舗運営部長 

平成 ７年（１９９５年） ５月  台湾良伴 董事総経理 

平成 ７年（１９９５年） ７月  ヤオハンインターナショナルホール

ディングス 取締役  

平成 ９年（１９９７年） ４月  ㈱ヤオハンジャパン（現マックスバ

リュ東海㈱）店舗運営部長 

平成 ９年（１９９７年） ６月  同社 取締役 

平成 ９年（１９９７年）１０月  同社 営業本部長 

平成１４年（２００２年） ３月  同社 代表取締役社長（現） 



氏 名  寺嶋 晋（てらしま すすむ） 

生年月日  昭和３３年（１９５８年）９月１日 

主な経歴  昭和５７年（１９８２年） ３月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

平成１４年（２００２年） ７月  同社 ＳＳＭ新潟商品部長 

平成１７年（２００５年） ９月  同社 農産商品部長 

平成２０年（２００８年） ３月  同社 生鮮商品部長 

平成２０年（２００８年） ８月  イオンリテール㈱ 

生鮮商品部長 

 

氏 名  築城 政雄（ついき まさお） 

生年月日  昭和２６年（１９５１年）２月１１日 

主な経歴  昭和４９年（１９７４年） ３月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

平成 ３年（１９９１年）１０月  同社  

兵庫岡山事業本部業務改革部長 

平成１４年（２００２年） ２月  同社 四国事業部長 

平成１５年（２００３年） ９月  同社 神奈川事業部長 

平成１８年（２００６年） ３月  同社 西日本カンパニー支社長 

平成１８年（２００６年） ５月 同社 執行役 

平成２０年（２００８年） ５月  マックスバリュ九州㈱ 

 代表取締役社長（現） 

 

氏 名  柴田 英二（しばた えいじ） 

生年月日  昭和３０年（１９５５年）６月３日 

主な経歴  昭和５４年（１９７９年） ３月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

平成 ９年（１９９７年） ９月  同社  

マックスバリュ事業本部商品部長 

平成１４年（２００２年） ２月  同社 マックスバリュ事業本部長 

平成１６年（２００４年） ２月  同社  

商品戦略・トップバリュ本部長 

平成１８年（２００６年） ４月 イオンタイランド㈱  

取締役社長（現） 

 

氏 名  平尾 健一（ひらお けんいち） 

生年月日  昭和３７年（１９６２年）１月１日 

主な経歴  昭和５９年（１９８４年） ３月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

平成１４年（２００２年） ８月  同社 

 マックスバリュ宮城福島事業部長 

平成１７年（２００５年） ９月  同社 

 マックスバリュ近畿四国事業部長 

平成１９年（２００７年） ３月 ㈱マイカルカンテボーレ 

代表取締役社長（現） 

平成２１年（２００９年） ２月 イオンベーカリーシステム㈱ 

代表取締役社長（現） 

 

 



氏 名  久木 邦彦（ひさき くにひこ） 

生年月日  昭和２９年（１９５４年）８月２２日 

主な経歴  昭和５２年（１９７７年） ４月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

平成１２年（２０００年） ２月  同社 Ｈ＆ＢＣ商品本部長 

平成１４年（２００２年） ５月  同社 取締役 

平成１４年（２００２年） ９月  同社 ドラッグ事業担当 

兼トップバリュ本部長 

平成１５年（２００３年） ５月  同社 執行役 

平成１６年（２００４年） ２月  同社 商品担当 

平成１６年（２００４年） ５月  同社 常務執行役 

平成１８年（２００６年） ５月  同社 専務執行役 

商品担当兼住居余暇商品本部長 

平成２０年（２００８年） ８月 同社 執行役（現） 

グループ商品最高責任者 

平成２１年（２００９年） ３月  イオントップバリュ㈱ 

代表取締役社長（現） 

平成２２年（２０１０年） ３月  イオン㈱グループ商品責任者（現） 

 

氏 名  勝浦 二郎（かつうら じろう） 

生年月日  昭和２６年（１９５１年）１２月２８日 

主な経歴  昭和４９年（１９７４年） ３月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

平成１２年（２０００年） ３月  同社 水産商品部長 

平成１６年（２００４年） ３月  ㈱フードサプライジャスコ 

代表取締役社長 

平成２０年（２００８年） ５月  マックスバリュ東北㈱ 

代表取締役社長（現） 

 

 

 

以 上 


