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２０１５年１月３０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 

 （コード番号８２６７ 東証第一部） 

問合せ先 秘 書 室 責 任 者 髙橋 丈晴 

 （電話番号 043-212-6042） 

 

人事異動について 
 

当社およびグループ各社は、下記のとおり人事異動を実施します。 

 

【記】 

 

１．役員人事 

 

  [ＧＭＳ事業] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

トップバリュコレクション㈱ 

代表取締役社長 

イオンリテール㈱ 執行役員 

東海・長野カンパニー支社長 
木村 謙一 

※ 木村謙一は、２０１５年２月１日付でトップバリュコレクション㈱顧問に就任し、臨時

株主総会および取締役会での決議を経て、３月１日付で代表取締役社長に就任予定です。 

 

 [専門店事業] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

イオンペット㈱ 

代表取締役社長 

イオン㈱ 執行役  

グループマーケティング最高責

任者 

小玉 毅 

 ※ 小玉毅は、２０１５年２月１日付でイオンペット㈱顧問に就任し、臨時株主総会および取

締役会での決議を経て、３月１日付で代表取締役社長に就任予定です。 

 

  [中国事業] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

青島永旺東泰商業有限公司 

総経理（青島イオン 社長） 

イオンリテール㈱ 執行役員 

東北カンパニー支社長 
中川  伊正 

永旺華東（蘇州）商業有限公司 

総経理（イオン華東 社長） 

イオンリテール㈱ 執行役員 

北関東・新潟カンパニー支社長 
湊 博昭 

※各社取締役会での決議を経て就任予定です。 
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[アセアン事業] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

AEON ASIA SDN. BHD. 

(イオングループアセアン本社) 

取締役社長 

AEON (CAMBODIA) Co,.Ltd. 

(イオンカンボジア) 

取締役社長 

鷲澤 忍 

※取締役会での決議を経て就任予定です。 

 

２．幹部人事（２月１日付） 

 

   [デジタル事業担当組織下] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

イオン㈱ デジタル事業推進 

リーダー（インフラ担当） 

イオン㈱ 執行役 

Ｅコマース事業最高経営責任者 
ジェンク グロル 

イオン㈱ デジタル事業推進 

リーダー（ネットスーパー担当）

イオンリテール㈱ 執行役員 

店舗構造改革チームリーダー 
青柳 英樹 

 

[総合金融事業] 

【新職】 【現職】 【氏名】 

イオンフィナンシャル 

サービス㈱ 出向 

イオン㈱ 

グループ戦略責任者 
デミルカン ミネ 

 

 

３．新代表者の経歴 

 

氏  名  木村  謙一（きむら  けんいち） 

生年月日  １９５４年１２月２１日 

 

主な経歴  １９７７年  ４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

            １９９１年  ４月 タルボットジャパン㈱営業本部長 

            １９９２年  ４月 同社商品本部長 

            １９９４年  ４月 ローラアシュレイジャパン㈱商品部長 

            １９９５年  ６月 同社取締役 

            １９９７年  ８月 同社商品本部長 

            １９９９年  ８月 同社営業本部長 

            ２００３年  ２月 同社管理本部長 

            ２００４年  ３月 同社ホームファニシング事業部長 

            ２００５年  ４月 同社代表取締役社長 

            ２０１２年  ４月 同社専務取締役 

            ２０１３年  ３月 イオンリテール㈱執行役員東海カンパニー支社長 

            ２０１４年  ３月 同社執行役員東海・長野カンパニー支社長(現任） 
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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 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２００１年  ９月 同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 イオン㈱コーポレート・コミュニケーション部長 

２００９年  ４月 同社戦略部長 

２０１１年  ３月 同社デジタルビジネス事業責任者 

２０１１年  ３月 イオンリンク㈱代表取締役社長 

２０１１年  ３月 イオンダイレクト㈱代表取締役社長 

２０１２年  ３月 イオン㈱Ｅコマース事業最高経営責任者 

２０１４年  ３月 同社執行役グループマーケティング最高責任者（現任） 

 

 

氏  名  中川  伊正（なかがわ  いせい） 

生年月日  １９６６年１１月７日 

 

主な経歴  １９９０年  ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

      ２００３年  ９月 同社マックスバリュ事業本部ＭＶ刈谷店長 

      ２００５年  ３月 同社マックスバリュ事業本部ＭＶ千種若宮大通店開設委員長 

      ２００７年  ４月 同社マックスバリュ事業本部ＭＶおゆみ野店開設委員長  

      ２００９年  ４月 イオンリテール㈱マックスバリュ事業本部営業企画部長 

      ２００９年  ９月 同社マックスバリュ事業本部北陸事業部長 

      ２０１０年  ２月 マックスバリュ北陸㈱代表取締役社長 

      ２０１３年  ３月 イオンリテール㈱執行役員東北カンパニー支社長（現任） 

 

 

氏  名  湊 博昭  （みなと ひろあき） 

生年月日  １９６１年 ４月４日 

 

主な経歴 １９８４年 ４月 北陸ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

     ２００３年 ２月 同社ジャスコ長野店長 

     ２００５年 ６月 同社ジャスコ白子店長 

     ２００７年 ３月 同社ジャスコ四日市尾平店長 

     ２００９年 ４月 イオンリテール㈱チーム改善活動推進グループ  

     ２００９年１１月 同社ジャスコ浜松市野店長  

     ２０１１年 ２月 同社イオンかほく店長 

     ２０１２年 ３月 同社西近畿カンパニー北大阪事業部長 

     ２０１３年 ３月 同社執行役員東近畿カンパニー支社長 

     ２０１４年 ３月 同社執行役員北関東・新潟カンパニー支社長（現任） 
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氏  名  鷲澤 忍（わしざわ しのぶ） 

生年月日  １９５５年１２月１９日 

 

主な経歴  １９８０年  ７月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

      １９９９年  ７月 同社ジャスコ大和店長 

      ２００１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）取締役 

商品本部長 

      ２００３年  ５月 イオン㈱ジャスコ富士宮店長 

      ２００５年  ３月 同社ジャスコ大日店開設委員長 

      ２００７年  ７月 同社四国事業部長 

      ２０１０年  ７月 同社次世代ＧＭＳ政策ＰＴ 

      ２０１１年  ３月 同社カンボジアＰＴリーダー 

      ２０１２年  ８月 AEON (CAMBODIA) Co,.Ltd. 取締役社長（現任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


