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２ ０ １ １ 年 ２ 月 ８ 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） 

 

組 織 改 革 に つ い て 

 

イオン株式会社は、グループの新たな成長戦略への移行と成長を支える経営基盤の確立

に向けた中期経営計画（２０１１年度～２０１３年度）を本年３月から着実に実行するた

め、組織改革を実施いたします。 
 
この度の組織改革のポイントは、以下の通りです。 
 

① 中国本社、アセアン本社を設立し、アジアにおけるグループ一体での事業展開の加速、

意思決定の迅速化を図る。また、中国本社取締役、イオンマレーシア社長には、それ

ぞれ現地の経営人材を起用し、各地域に密着した経営を推進する。 
② 日本最大のマーケットである首都圏を国内最重点エリアと位置づけ、エリアマーケテ

ィング、出店戦略、新業態開発を深耕し、首都圏におけるシェア向上を実現する。 
③ 次世代を担う人材の力を大胆に経営に取り入れ、経営執行体制の強化と活性化を促進

する。 

 
記 

 

１．機構改革（３月１日付） 

 

（１）代表執行役社長組織下に、中国事業最高経営責任者（中国総代表を改称）、アセアン

事業最高経営責任者、グループ戦略最高責任者を配置する。 

（２）中国事業最高経営責任者は、中国におけるイオングループの各事業を統括するとと

もに、設立後の中国本社社長を兼務する。 

（３）アセアン事業最高経営責任者は、アセアンにおけるイオングループの各事業を統括

するとともに、設立後のアセアン本社社長を兼務する。 

（４）ディベロッパー事業最高経営責任者の組織下に首都圏戦略責任者を新設する。 

（５）グループＩＴ・デジタルビジネス事業責任者を改組し、グループＩＴ責任者、及び

デジタルビジネス事業責任者を新設する。 

（６）グループ人事・管理最高責任者を改組し、グループ人事最高責任者、及びグループ

管理最高責任者を新設する。 

（７）グループ管理最高責任者の組織下にグループお客さまサービス責任者を新設する。 
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２．イオン㈱新組織（３月１日付） 
 

【新職】 【氏名】 【役位】 

社長 岡田 元也 代表執行役 
副社長 
兼 総合金融事業共同最高経営責任者 

森   美樹 代表執行役 

ディベロッパー事業最高経営責任者 豊島 正明 専務執行役（昇格） 
グループ戦略最高責任者 
兼 グループＩＴ・デジタルビジネス事業最高経営責任者

ｼﾞｪﾘｰ・ﾌﾞﾗｯｸ 専務執行役（昇格） 

ＧＭＳ事業最高経営責任者 村井 正平 専務執行役（昇格） 
戦略的小型店事業最高経営責任者 
兼 グループ商品・商品改革最高責任者 

横尾  博 専務執行役（昇格） 
ＳＭ事業最高経営責任者 
兼 ＤＳ事業最高経営責任者 

坂野 邦雄 専務執行役（昇格） 

サービス事業最高経営責任者 古谷  寛 執行役 

アセアン事業最高経営責任者 尾山  長久 執行役（新任） 

中国事業最高経営責任者 辻   晴芳 執行役（新任） 

専門店事業最高経営責任者 松井 博史 執行役（新任） 

ドラッグ･ファーマシー事業最高経営責任者 井元 哲夫 執行役（新任） 

グループ財務最高責任者 千葉 清一 執行役 

グループ商品責任者 久木 邦彦 執行役 

グループ商品改革責任者 近澤 靖英 執行役 

グループＩＴ責任者 縣   厚伸 執行役 

グループ経営管理責任者 西松 正人 執行役 

社長室責任者 平林 秀博 執行役（新任） 

総合金融事業共同最高経営責任者 原口 恒和 － 

グループ開発責任者 口廣  守 － 

首都圏戦略責任者 高橋 宣久 － 

ＤＳ事業責任者 三田 幸視 － 

デジタルビジネス事業責任者 小玉  毅 － 

グループ環境最高責任者 小松 幸代 － 

グループ人事最高責任者 大島  学 － 

グループ管理最高責任者兼リスクマネジメント管掌 木下 裕晴 － 
グループお客さまサービス責任者 金丸  治子 － 

(注 1)役位は、2011 年 3 月 1 日時点を示しています。 
      豊島正明、ジェリー・ブラック、村井正平、横尾博、坂野邦雄の 5 名は、3 月 1 日

に専務執行役に就任予定です。 
(注 2)尾山長久、辻晴芳、松井博史、井元哲夫、平林秀博の 5 名は、3 月 1 日に執行役に選

任予定です。 
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３．中国本社新組織 
 

【新職】 【現職】 【氏名】 

中国本社 

社  長 

㈱イオンイーハート 

代表取締役社長 
辻   晴芳 

中国本社  

取締役 

イオンスーパーセンター㈱ 

代表取締役社長 
奥野  善徳 

中国本社 

取締役 

イオンストアーズ香港 

総経理 
ソウル・ラム 

中国本社 

取締役 

イオンリテール㈱ 

関東開発部長 
吉田  昭夫 

中国本社 

取締役 

青島イオン 

総経理 
阿川    裕 

中国本社 

取締役 

イオン㈱北京代表処 

中国区戦略発展 総経理 
羽生  有希 

※中国本社設立時に就任致します。 
 
４．アセアン本社新組織 
 

【新職】 【現職】 【氏名】 

アセアン本社 

社  長 

イオンマレーシア 

代表取締役社長 
尾山  長久 

※アセアン本社設立時に就任致します。 
 
５．グループ会社新代表者 
 

【新職】 【現職】 【氏名】 

イオンモール㈱ 

代表取締役社長（注1） 

ｲｵﾝ㈱ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 

兼 ｲｵﾝﾘﾃｰﾙ㈱執行役員営業企画本部長 
岡崎  双一 

イオンマレーシア 

代表取締役社長（注2） 

イオンマレーシア 

ＧＭＳ事業本部シニアＧＭ 
メリー・チュー

㈱イオンイーハート 

代表取締役社長（注3） 

㈱イオンイーハート 

取締役管理本部長 
中村  弘治 

イオンスーパーセンター㈱ 

代表取締役社長（注4） 

イオンスーパーセンター㈱ 

取締役営業部長 
宮下  雄二 

（注 1）5 月開催予定の定時株主総会及び同総会後に開催される取締役会で就任予定。 

（注 2）6 月開催予定の定時株主総会及び同総会後に開催される取締役会で就任予定。 

（注 3）2 月 14 日開催予定の取締役会で就任予定。 

（注 4）2 月 16 日開催予定の取締役会で就任予定。 
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６．新責任者・グループ会社新代表者の略歴 
 

氏 名  尾山 長久（おやま ながひさ） 
生年月日  １９５４年１２月２６日 
主な経歴 

１９７７年  ４月 北陸ジャスコ㈱入社 
１９９１年  ９月 同社ジャスコ新砺波店開設委員長 
１９９５年  ９月 同社ジャスコ加賀の里店開設委員長 
２０００年  ８月 当社イオン高知店開設委員長 
２００２年  ８月 当社東三河静岡事業部長 
２００５年  ６月 イオンマレーシア代表取締役社長(現任) 

 
 

氏 名  辻 晴芳（つじ はるよし） 
生年月日  １９５５年  ４月２９日 
主な経歴 
    １９７８年  ３月 当社入社 

１９９３年  ３月 当社ジャスコ鈴鹿店店長 
１９９５年  ３月 当社ジャスコ栗林店店長 
１９９９年  ３月 当社ジャスコ南千里店店長 
２００３年  ５月 当社コーポレート・ブランディング部長 
２００５年  ３月 当社戦略部長 
２００７年  ５月 ㈱イオンイーハート代表取締役社長(現任) 

 
 
氏 名  松井  博史（まつい  ひろし） 
生年月日    １９４７年  ６月２１日 
主な経歴 

１９７９年１２月  当社入社 
１９９２年  ３月  当社衣料商品本部長 
１９９２年  ５月  当社取締役  
１９９７年  ２月  当社西部カンパニー支社長 
１９９９年  ３月  当社近畿カンパニー支社長 
２０００年  ２月  当社商品担当 
２０００年  ５月  当社常務取締役 
２００３年  ５月  イオン九州㈱代表取締役社長 
２００８年  ５月  ㈱マイカル代表取締役社長(現任) 
 
 

氏 名  井元  哲夫（いもと  てつお） 
生年月日    １９５０年  ３月１６日 
主な経歴 

１９７４年  ３月  当社入社 
１９９８年  ３月  当社人事本部長 
１９９８年  ５月  当社取締役 
２００２年  ５月  当社グループ人事本部長 
２００３年１０月  ㈱マイカル九州（現イオン九州㈱）取締役兼代表執行役社長 
２００６年  ５月  当社常務執行役 
２００７年  ４月  当社グループ人事総務・企業倫理担当 
２００８年１０月  ㈱ＣＦＳコーポレーション代表取締役副社長 
２０１０年  ５月  同社代表取締役会長(現任) 
２０１０年  ５月  イオンクレジットサービス㈱取締役会長(現任) 
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氏 名  平林  秀博（ひらばやし  ひでひろ） 
生年月日    １９５０年１０月２７日 
主な経歴 

１９７３年  ３月  当社入社 
１９９８年  ３月  当社経営企画室長 
２０００年  ３月  当社社長室長 
２００２年  ５月  イオンモール㈱取締役開発部長 
２００７年  ５月  同社常務取締役開発本部長 
２００８年  ５月  同社常務取締役戦略本部長 
２００９年  ５月  同社常務取締役管理本部長 
２０１０年  ５月  同社専務取締役管理本部長(現任) 

 
 

氏 名  高橋  宣久（たかはし  のぶひさ） 
生年月日    １９５４年  １月２日 
主な経歴 

１９７７年  ４月  当社入社 
１９９０年  ４月  当社営業企画本部業務改革推進部長 
１９９６年  ９月  当社商品戦略室長 
２０００年  ２月  当社西関東第二事業部長 
２００１年  ９月  当社営業サポート本部長 
２００４年  ２月  当社ＳＣ事業本部長 
２００６年  ５月  当社執行役 
２００８年  ８月  イオンリテール㈱取締役ＳＣ事業本部長 
２０１０年  ４月  イオンリテール㈱執行役員ＳＣ事業担当(現任) 
 
     

氏 名  小玉    毅（こだま  たけし） 
生年月日    １９６２年  ３月２０日 
主な経歴 

１９８５年  ３月  当社入社 
２００１年  ９月  当社マーケティング本部長 
２００３年  ２月  イオンマレーシア出向 
２００６年  ４月  当社コーポレート・コミュニケーション部長 
２００９年  ４月  当社戦略部長(現任) 

 
 
氏 名  小松  幸代（こまつ  ゆきよ）＊ 
生年月日    １９６８年１１月６日 
主な経歴 

１９９１年  ４月  当社入社 
２０００年  ９月  当社ジャスコ長吉店店長 
２００２年  ９月  当社ジャスコ蒲郡店店長 
２００４年  ５月  当社ジャスコ杜の里店店長 
２００６年  ３月  当社ジャスコ鈴鹿ベルシティ店店長 
２００８年  ５月  当社グループお客さまサービス部長 
２００９年１１月  イオンリテール㈱お客さまサービス部次長(現任) 
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氏 名  大島    学（おおしま  まなぶ） 
生年月日    １９６４年  ８月１８日 
主な経歴 

１９８８年  ４月  当社入社 
２００４年  ３月  当社コーポレート・コミュニケーション部次長 
２００９年  ４月  当社秘書部長(現任) 
 
 

氏 名  木下  裕晴（きのした  ひろはる） 
生年月日    １９５２年  ３月２６日 
主な経歴 

１９７５年  ４月  当社入社 
１９９６年  ９月  当社取引管理部長 
２０００年  ８月  当社総務部次長 
２００５年  ９月  当社総務部長 
２００８年  ５月  当社グループお客さまサービス担当 
２００９年１１月  イオンリテール㈱お客さまサービス部長(現任) 

 
 
氏 名  金丸  治子（かなまる  はるこ）＊ 
生年月日    １９５５年１０月２日 
主な経歴 

１９７８年  ４月  ㈱ニチイ（現㈱マイカル）入社 
２００１年  ７月  同社制度企画教育部マネージャー 
２００１年１０月  同社人事部マネージャー 
２００５年  ２月  同社ＣＳ推進部長 
２００７年  ３月  同社ＣＳＲ本部長(現任) 

 
 
氏 名  奥野 善徳（おくの  よしのり） 
生年月日    １９６３年１２月２日 
主な経歴 

１９９３年  ５月  フレックス㈱（現マックスバリュ中部㈱）入社 
１９９７年 ９月  同社お客様統括ジェネラルマネージャー 
１９９９年１０月  同社秘書室長 
２００１年  ６月  同社経営企画室長 
２００２年  ６月  同社執行役員 
２００４年  ６月  同社取締役兼経営企画・財務担当執行役員 
２００５年  ３月  同社取締役兼企画担当執行役員 
２００６年  ６月  同社取締役兼企画担当常務執行役員 
２００７年  ３月  当社戦略部長 
２００９年  ４月  イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長(現任) 

 
 
氏 名  Lam Mau Tin Soul（ソウル ラム） 
生年月日  １９５９年  ４月１２日 
主な経歴 

１９９２年  ４月  ジャスコストアーズ香港（現イオンストアーズ香港）入社 
１９９９年  ６月  同社取締役開発本部長 
２００６年  ５月  同社代表取締役社長(現任) 
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氏 名  吉田  昭夫（よしだ  あきお） 
生年月日    １９６０年  ５月２６日 
主な経歴 

１９８３年  ４月  当社入社 
２００５年  ９月  当社東北開発部長 
２００８年  ３月  当社関東第一開発部長 
２００９年  ９月  イオンリテール㈱関東開発部長(現任) 

               
                  
氏 名  阿川  裕（あがわ  ゆたか） 
生年月日    １９５６年１０月１１日 
主な経歴 

１９８０年  ４月  当社入社 
１９９０年  ９月  ジャヤジャスコ（現イオンマレーシア）衣料品部長 
１９９８年  ６月  当社海外開発部アジア衣料商品開発部長 
２００３年  ３月  イオンストアーズ香港商品本部長 
２００４年  ９月  イオンチャイナ（現イオン華南）副総経理兼商品本部長 
２００７年  ５月  イオンストアーズ香港取締役商品本部長 
２００９年  ５月  青島イオン総経理(現任) 
 
 

氏 名  羽生  有希（はぶ  ゆき）＊ 
生年月日    １９６７年１２月２３日 
主な経歴 

１９９１年  ４月  当社入社 
２００４年  ９月  イオンチャイナ（現イオン華南）管理本部長 
２００６年  ４月  イオン㈱北京代表処総務部長 
２００７年１１月  北京イオン副総経理 
２００９年  ５月  イオン㈱北京代表処中国区戦略発展 総経理(現任) 

 
 

氏 名  岡崎 双一（おかざき そういち） 
生年月日  １９５８年１０月１０日  
主な経歴 

１９８１年 ３月 当社入社 
１９９５年 ７月 広東ジャスコ取締役 
２００１年 ６月 ジャヤ・ジャスコストアーズ取締役社長 
２００５年 ５月 当社執行役 
２００５年 ７月 当社スーパーセンター事業本部長 
２００５年１１月 イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長 
２００９年 ４月 当社コーポレート・マーケティング部長 

兼 イオンリテール㈱営業企画本部長(現任) 
２００９年 ４月 イオンリテール㈱取締役 
２０１０年 ４月 イオンリテール㈱執行役員(現任) 
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氏 名  Nur Qamarina Chew（メリー チュー）＊ 
生年月日  １９６０年１２月３０日  
主な経歴 

１９８５年 ジャヤジャスコ（現イオンマレーシア）入社  
１９９０年 商品部マネージャー 

１９９３年 総務部マネージャー 

１９９７年 ワンウタマSCマネージャー 

１９９８年 バンダーウタマ店店長 

１９９８年 ミッドバレー店新店プロジェクトマネージャー 

１９９９年 ミッドバレー店店長 

２００１年 ストアオペレーションシニアマネージャー 

２００２年 営業担当 ジェネラルマネージャー 

２００６年 新業態開発ジェネラルマネージャー 

２０１０年 ＧＭＳ営業本部シニアジェネラルマネージャー(現任) 

 

 
氏 名  中村 弘治（なかむら こうじ） 
生年月日    １９５４年  ７月２8 日 
主な経歴 

  １９７７年 ４月 当社入社 
１９９２年 ３月 株式会社グルメドール経理部長 
２００３年 ５月 同社取締役(現任) 
２００５年 ５月 同社管理本部長(現任) 

 
 
氏 名  宮下 雄二（みやした ゆうじ） 
生年月日    １９５３年 ７月２５日 
主な経歴 

１９９４年  ４月  当社入社 
１９９６年  ３月  当社ジャスコ村上東店店長 
２００１年  ３月  当社マックスバリュスーパーセンター弥冨店店長 
２００２年  ６月  当社イオンスーパーセンター天理店店長 
２００３年 ９月 当社イオンスーパーセンター大安寺店店長 
２００６年  ６月  当社スーパーセンター事業本部ＳｕＣ関東・関西事業部長 
２００７年  ４月  イオンスーパーセンター㈱南東北事業部長 
２００９年 ３月  同社営業部長(現任) 
２０１０年 ５月  同社取締役(現任) 
 

女性に＊をつけています。 
 
 

以上 
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