
 

1 
 

２０１７年２月２３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 執行役副社長経営企画担当   若生 信弥 

 （ 電 話 番 号  0 4 3 - 2 1 2 - 6 0 4 2 ） 

 

 

役員の新体制について 

 

当社は、下記のとおり役員体制を決定しましたので、ご案内申し上げます。 

 

                 記 

 

１．執行役（３月１日付） 

【新職】 【氏名】 【役位】 

グループＣＥＯ 岡田 元也 代表執行役社長 

グループＣＯＯ 森 美樹 代表執行役副社長 

財務担当 兼 経営管理担当 山下 昭典 執行役副社長 

経営企画担当 兼 環境・社会貢献担当 若生 信弥 執行役副社長 

ＧＭＳ事業担当 岡崎 双一 執行役 

商品担当 柴田 英二 執行役 

ディベロッパー事業担当 吉田 昭夫 執行役 

ＩＴ改革担当 小佐野 豪績 執行役 

ＳＭ事業担当 藤田 元宏(*) 執行役 

ドラッグ・ファーマシー事業担当 水野 秀晴(*) 執行役 

サービス・専門店事業担当 中山 一平(*) 執行役 

総合金融事業担当 鈴木 正規(*) 執行役 

中国事業担当 羽生 有希(*) 執行役 

環境・コミュニケーション担当 三宅 香(*) 執行役 

管理担当 兼 リスクマネジメント管掌 髙橋 丈晴(*) 執行役 

「*」印は、新任です。 
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※藤田元宏は、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱代表取締役社長 

（3月 1日付就任）を兼務します。 

※水野秀晴は、ウエルシアホールディングス㈱代表取締役社長およびウエルシア薬局㈱代表 

取締役社長を兼務します。 

※中山一平は、イオンディライト㈱代表取締役社長を兼務します。 

※鈴木正規は、イオンフィナンシャルサービス㈱代表取締役会長および㈱イオン銀行取締役 

会長を兼務します。 

※羽生有希は、イオングループ中国本社代表取締役社長を兼務します。 

※豊島正明および村井正平は、5月開催予定のイオン㈱定時株主総会開催日をもって執行役 

を退任し顧問に就任します。 

※西松正人は、3月 1日付でイオンリテール㈱代表取締役 執行役員副社長 管理担当に就任 

します。 

 

 

 

 

２．新任執行役の略歴 

氏  名    藤田 元宏（ふじた もとひろ） 

生年月日    １９５５年 ７月１１日 

主な経歴    １９７８年 ３月  ㈱カスミ入社 

        １９９８年 ９月  同社 人事部 マネージャー 

             ２０００年 ５月  同社 取締役 

        ２００４年 ５月  同社 常務取締役 

        ２００５年 ３月  同社 上席執行役員 業務サービス本部 マネージャー 

                  兼 コンプライアンス統括室 マネージャー 

             ２００６年 ５月  同社 開発本部 マネージャー 

        ２００７年 ５月  同社 専務取締役 

        ２００９年 ２月  同社 店舗開発・サービス本部 マネージャー 

        ２０１０年 ９月  同社 販売統括本部 マネージャー 

                  兼 フードマーケット運営事業本部 マネージャー 

        ２０１１年 ９月  同社 営業統括本部 マネージャー 

                  兼 フードマーケット運営事業本部 マネージャー 

             ２０１２年 ３月  同社 代表取締役社長（現任） 

        ２０１５年 ３月   ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 

                  取締役副社長（現任） 
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 氏  名  水野 秀晴（みずの ひではる） 

生年月日  １９５４年 １月２２日 

主な経歴  １９９２年 ６月  (有)鈴木ファーマスイ取締役 営業部長 

       １９９７年 ９月  合併により㈱グリーンクロス・コア取締役 

       ２００１年１１月  同社 常務取締役 営業本部長 

             ２００４年１１月  同社 常務取締役 商品本部長 

             ２００８年１２月  同社 専務取締役 営業本部長 

             ２００９年 ５月  同社 取締役副社長 営業本部長 

       ２０１０年１１月  ウエルシアホールディングス㈱取締役 

       ２０１１年 ９月  寺島薬局㈱代表取締役社長 

ウエルシア関東㈱取締役副社長 

       ２０１１年１１月   ウエルシアホールディングス㈱取締役兼執行役員 

グループ営業企画本部長 

             ２０１３年 ３月  同社 取締役副社長兼執行役員 グループ営業企画本部長 

ウエルシア関東㈱代表取締役社長 

寺島薬局㈱代表取締役会長 

             ２０１３年１１月  ㈱高田薬局代表取締役会長 

       ２０１４年 ５月  ウエルシアホールディングス㈱代表取締役社長 

兼 執行役員最高業務執行責任者 兼 グループ営業企画本部長 

             ２０１４年 ９月  同社 代表取締役社長 兼 執行役員最高業務執行責任者（現任） 

                                ウエルシア薬局㈱代表取締役社長（現任） 

 

 

氏  名    中山 一平（なかやま いっぺい） 

生年月日   １９５４年 ９月２２日 

主な経歴   １９７７年 ４月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

１９９７年 ２月  同社 中部カンパニー 人事教育部長 

２００２年 ５月  ㈱イオンテクノサービス 取締役 

２００６年 ５月   同社 常務取締役 

イオンディライト㈱ 取締役 

２００６年 ９月   同社 常務取締役 人事・総務本部長 

２００９年 ５月   同社 経営管理担当 

２０１０年 ５月   同社 専務取締役 

２０１１年 ５月   同社 事業統括 

２０１２年 ５月   同社 取締役 兼 副社長執行役員 

同社 海外事業・グループ事業管掌 

２０１３年 ３月  同社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 

２０１４年 ５月  同社 代表取締役社長 

２０１６年 ５月   同社 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） 
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氏  名  鈴木 正規（すずき まさき） 

生年月日  １９５５年 ４月１８日 

主な経歴  １９７８年 ４月   大蔵省入省 

       ２００２年 ７月  金融庁 監督局 銀行第一課長 

             ２００５年 ７月  財務省 主計局次長 

       ２００７年 ７月  財務省 大臣官房総括審議官 

       ２００８年 ７月  環境省 大臣官房審議官 

             ２０１２年 ９月  環境省 大臣官房長 

             ２０１４年 ７月  環境省 環境事務次官 

       ２０１５年１０月   イオン㈱ 顧問（現任） 

                                イオンフィナンシャルサービス㈱ 顧問 

                          ㈱イオン銀行 代表取締役会長 

       ２０１６年 ６月  イオンフィナンシャルサービス㈱ 代表取締役会長（現任） 

                                ㈱イオン銀行 取締役会長（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  ジャスコ㈱（現イオン㈱）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 

２０１１年１２月  イオングループ中国本社 董事 

２０１３年 ５月  北京イオン 総経理 

２０１４年 ３月  イオン㈱ 執行役 中国事業最高経営責任者 

２０１４年 ３月  イオングループ中国本社 代表取締役社長（現任） 

 

 

氏  名  三宅 香（みやけ かおり） 

生年月日  １９６８年７月１９日 

主な経歴    １９９１年 ７月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

     ２００６年 ３月  同社 ２０２０年グループビジョン策定ＰＴリーダー 

     ２００７年 ５月  同社 ブランディング部長 

     ２００８年 ５月  クレアーズ日本㈱ 代表取締役社長 

     ２０１３年 ３月  イオン㈱ グループお客さまサービス部長（現任） 

２０１３年 ３月  イオンリテール㈱ お客さまサービス部長 

    ２０１４年 ３月  同社 執行役員（現任） 

    ２０１５年 ２月  同社 広報部長 兼 お客さまサービス部長（現任） 
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氏  名  髙橋 丈晴（たかはし たけはる） 

生年月日  １９７０年２月９日 

主な経歴    １９９３年 ３月   ミニストップ㈱ 入社 

    ２００２年 ３月  同社 営業本部埼玉・群馬営業部長 

    ２００４年 ２月  同社 加盟店トレーニング部長  

    ２００７年 ９月  同社 旗艦店営業部長  

    ２００９年 ２月  同社 人事部長  

    ２０１２年 ２月  同社 営業本部長 

    ２０１２年 ５月  同社 執行役員営業本部長 

    ２０１３年 ９月  イオン㈱ 秘書部 

     ２０１４年 ３月  同社 秘書室責任者 

    ２０１５年 ２月  同社 人事総務責任者 

            ２０１６年 ３月  同社 管理担当 兼 リスクマネジメント管掌（現任） 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


