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２０１４年２月２０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  堤  唯 見 

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

 

 

「革新」によるグループ成長を実現する経営体制へ刷新 
 

 

この度、イオン株式会社は組織改革を実施します。 

 

イオングループは、２０１１年度からの３カ年を、２０２０年に向けた新しい成長ステージ

移行への第一フェーズと位置付け、イオングループ中期経営計画（２０１１年度～２０１３年

度）を推進してきました。大きな環境変化に対応するためのグループ戦略として「アジアシフ

ト」「都市シフト」「シニアシフト」「デジタルシフト」を掲げ、これら４つの成長領域にグルー

プ一体で経営資源の重点配分を行いました。また、グループ総合力を最大限に発揮し、高い  

収益性と成長性を持つ企業グループとなるために、ＧＭＳ事業、ディベロッパー事業、総合  

金融事業等の構造改革を推進するとともに、日本、中国、アセアン３本社体制を確立するなど、

成長に向けた経営基盤を構築してきました。 

 

現在、国内においては、シニア人口の増加や単身世帯、共働き世帯の増加等の社会構造の  

変化に伴い、お客さまの消費行動も大きく変化しています。また、２０１４年４月の消費増税

を機に、業態を超えた競争が厳しさを増す等、国内小売市場を取り巻く環境は一層激変する  

ことが想定されます。 

中国、アセアン地域においても、外資系小売企業の事業展開に加えて、地元資本の小売業が

台頭しつつあります。さらに、高いスマートフォンの普及比率を背景にＥコマース市場が急成

長するなど、中国、アセアン地域の小売市場は大きな転換期を迎えています。 

 

このような中、イオンは、本年から新たにスタートするイオングループ中期経営計画   

（２０１４年度～２０１６年度）に基づき、事業や業態、店舗、商品などのすべてを「革新」

し、現中期経営計画で推進してきたグループ共通戦略である４つのシフトを一層深化させる 

ことで、アジアにおける真のＮＯ.１リテーラーへの成長を目指すべく、経営体制を刷新します。 
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要点は以下の４点です。 

 

１． ４つのシフトの加速 

・ 「アジアシフト」「都市シフト」「シニアシフト」「デジタルシフト」を推進する責任者を

配置し、４つのシフトを深化する体制とします。 

・ ＧＭＳ事業最高経営責任者はアジアシフト推進責任者を兼務し、国内と中国、アセアン

地域間のノウハウ共有を促進しグループシナジーを創出する体制とします。 

・ デジタルシフト推進責任者のもと、Ｅコマース事業とグループＩＴ、グループマーケ  

ティングを一体でマネジメントし、デジタルシフトを加速する体制とします。 

 

２． 商品の革新 

・ 変化するお客さまの商品ニーズに迅速に対応するため、商品とグループマーケティング

を一体でマネジメントし、商品の革新を促進する体制とします。 

・ グループ商品最高責任者はシニアシフト推進責任者を兼務し、商品のシニアシフトを 

加速する体制とします。 

 

３．意思決定の迅速化とビジネスモデルの革新、グループシナジー創出 

・ 意思決定の迅速化とビジネスモデルの革新、更なるグループシナジー創出に向けて、  

複数の事業セグメントを統括・管掌する体制とします。 

 

４．若手の登用とダイバーシティ促進 

・ 企業家精神旺盛な若手人材に加えて、女性を積極的に登用・配置し、ダイバーシティ  

（多様性）を強みに革新を促進するマネジメント体制とします。 

 

記 

１．機構改革（３月１日付） 

（１）グループ戦略・デジタル・ＩＴ・マーケティング最高責任者を廃止する。 

（２）グループＣＥＯの直轄に商品戦略担当、グループ戦略最高責任者を設置する。 

（３）商品戦略担当の組織下に、グループ商品最高責任者、グループマーケティング最高責任

者、Ｅコマース事業最高経営責任者を配置する。また、グループＩＴ責任者は、Ｅコマ

ース事業最高経営責任者の配下に改組する。 

（４）グループ戦略最高責任者の組織下に、新設するグループ戦略責任者および、秘書室責任

者を配置する。 

（５）ＳＭ事業、ＤＳ事業、戦略的小型店事業を統括して管掌する体制へと改組し、新たに   

ＳＭ・ＤＳ・小型店事業最高経営責任者を配置する。 

（６）サービス事業、専門店事業を統括して管掌する体制へと改組し、新たにサービス・専門
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店事業最高経営責任者を配置する。 

（７）総合金融事業最高経営責任者を、グループＣＥＯの組織下へ改組する。 

（８）商品戦略担当はデジタルシフト推進責任者、事業開発最高責任者は都市シフト推進責任

者、ＧＭＳ事業最高経営責任者はアジアシフト推進責任者、グループ商品最高責任者は

シニアシフト推進責任者をそれぞれ兼務する。 

 

２．イオン㈱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 

兼 グループ財務最高責任者 
森  美樹 代表執行役副社長 

事業開発最高責任者 

兼 都市シフト推進責任者 
豊島 正明 専務執行役 

ＧＭＳ事業最高経営責任者 

兼 ディベロッパー事業最高経営責任者 

兼 アジアシフト推進責任者 

岡崎 双一 専務執行役 

商品戦略担当 

兼 デジタルシフト推進責任者 
ジェリー･ブラック 専務執行役 

総合金融事業最高経営責任者 

兼 グループ電子マネー事業責任者 
山下 昭典 専務執行役 

ＳＭ・ＤＳ・小型店事業最高経営責任者 大池  学（*） 専務執行役 

アセアン事業最高経営責任者 尾山 長久 専務執行役 

グループ商品最高責任者 

兼 シニアシフト推進責任者 
柴田 英二（*） 執行役 

グループ管理最高責任者 

兼 リスクマネジメント管掌 
辻  晴芳 執行役 

サービス・専門店事業最高経営責任者 神谷 和秀 執行役 

Ｅコマース事業最高経営責任者 ジェンク グロル（*） 執行役 

グループ人事最高責任者 

兼 グループ環境最高責任者 
石塚 幸男（*） 執行役 

グループ経営管理責任者 濵田  和成（*） 執行役 

グループ戦略最高責任者 堤  唯見（*） 執行役 

グループマーケティング最高責任者 小玉  毅（*） 執行役 

ドラッグ・ファーマシー事業最高経営責任者 宮下 雄二（*） 執行役 

中国事業最高経営責任者 羽生 有希（*） 執行役 

 

※ 「*」印は、新任です。 

※ 山下昭典、尾山長久は昇格です。 
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３．イオン㈱責任者（３月１日付） 

【新職】 【氏名】 【役位】 

秘書室責任者 高橋 丈晴（*） 責任者 

グループＩＴ責任者 金子 淳史（*） 責任者 

グループ戦略責任者 デミルカン ミネ（*） 責任者 

 

※ 「*」印は、新任です。 

 

４．新執行役の略歴 

 

氏   名 大池 学（おおいけ まなぶ） 

生年月日 １９５７年１２月１５日 

主な経歴 

１９８１年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２０００年 ４月 同社ＳＳＭ商品本部宮城福島山形商品部長 

２００１年 ５月 ミニストップ㈱商品副本部長 

２００３年 ２月 同社デリ事業部事業部長 

２００４年 ３月 イオン㈱デリカ商品本部ＭＤ改革部長 

２００６年 ９月 同社まいばすけっと事業部長 

２０１１年 ９月 まいばすけっと㈱代表取締役社長（現任） 

２０１３年 ３月 イオン㈱戦略的小型店事業最高経営責任者（現任） 

 

氏  名 柴田 英二（しばた えいじ） 

生年月日 １９５５年６月３日 

主な経歴 

     １９７９年 ３月 山陽ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

     １９９７年 ９月 同社マックスバリュ事業本部商品部長 

     ２００２年 ２月 同社マックスバリュ事業本部長 

     ２００４年 ２月 同社商品戦略・トップバリュ本部長 

     ２００６年 ３月 イオンタイランド㈱取締役社長 

     ２０１０年 ５月 マックスバリュ九州㈱代表取締役社長（現任） 

     ２０１２年 ５月 イオン商品調達㈱取締役（現任） 

 

氏  名 ジェンク グロル 

生年月日 １９７０年１２月７日 

主な経歴 

     １９９６年 ９月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

          ２００６年 ９月 同社ＳＣＭ改革部長 

     ２００７年 ８月 イオングローバルＳＣＭ㈱ＳＣＭ改革部長 

     ２０１１年 ３月 同社サプライチェーン統括部長 

     ２０１１年 ５月 同社代表取締役社長（現任） 

          ２０１２年 ３月 イオン㈱グループ物流責任者 

     ２０１３年 ３月 同社グループＳＣＭ責任者（現任） 
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氏   名  石塚 幸男（いしづか ゆきお） 

生年月日  １９５５年９月２４日 

主な経歴 

１９７８年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

１９９６年 ３月 同社東北事業本部人事部長 

１９９９年 ３月 同社ＩＳＯ推進プロジェクトチームリーダー 

２０００年 ３月 同社社長室環境・社会貢献部長 

兼ＩＳＯ推進プロジェクトチームリーダー 

２００１年 ３月 同社ビジネスプロセス改革プロジェクトチームリーダー 

２００４年 ９月 同社秘書室長 

２００８年 ５月 同社グループ総務部長 

２０１１年 ６月 公益財団法人イオン環境財団事務局長 

２０１３年 ３月 イオン㈱グループ人事最高責任者（現任） 

 

氏   名  濵田 和成（はまだ かずまさ） 

生年月日  １９６４年１２月３０日 

主な経歴 

１９８７年  ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２００６年１１月 ㈱ポスフール（現イオン北海道㈱）経営企画室長 

２００７年  ３月 同社執行役員経営企画室長 

２００８年  ９月 イオンリテール㈱コントロール本部長 

２００８年１２月 同社 経営企画本部長 

２０１０年  ３月 イオン㈱ＧＭＳ事業戦略チームリーダー 

兼イオンリテール㈱経営企画本部長 

２０１１年  ２月 イオンリテール㈱北陸信越カンパニー支社長 

２０１１年  ３月 同社執行役員 

２０１３年  ３月 イオン㈱グループ経営管理責任者（現任） 

 

氏  名 堤 唯見（つつみ ゆいけん） 

生年月日 １９５３年９月２８日 

主な経歴 

     １９７７年 ４月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 

          １９９４年 ３月 同社近畿四国事業本部京都西店長 

          １９９６年 ９月 同社近畿四国事業本部営業企画部長 

          １９９７年 ２月 同社経営企画室次長 

          １９９９年 ９月 同社関東カンパニーイオン成田店開設委員長 

          ２００１年 ９月 同社コーポレート・コミュニケーション部長 

          ２００４年 ５月 同社執行役 

          ２００６年 ４月 同社コーポレート・コミュニケーション担当 

          ２００６年 ５月 同社常務執行役 

          ２００７年 ３月 同社グループコミュニケーション担当 

          ２００８年 ５月 イオンディライト㈱代表取締役社長 

     ２０１１年 ５月 同社取締役 

          ２０１２年 ８月 イオン㈱グループマーケティング責任者 

     ２０１３年 ３月 同社グループマーケティング責任者兼秘書室責任者（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（現任） 

２０１１年 ３月 ㈱イオンダイレクト代表取締役社長（現任） 

２０１２年 ３月 イオン㈱Ｅコマース事業最高経営責任者（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 

     １９７７年１２月 伊勢甚ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

     １９９６年 ３月 同社ジャスコ村上東店長 

     ２００１年 ３月 同社マックスバリュスーパーセンター弥富店長 

     ２００２年 ６月 同社イオンスーパーセンター天理店長 

     ２００４年 ９月 同社イオンスーパーセンター大安寺店長 

     ２００６年 ６月 同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株式会社南東北事業部長 

     ２００９年 ３月 同社営業部長 

     ２０１０年 ５月 同社取締役 

     ２０１１年 ２月 同社代表取締役社長 

     ２０１３年 ３月 ㈱ＣＦＳコーポレーション顧問 

     ２０１３年 ５月 同社代表取締役社長（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(現任) 

２０１３年 ５月 北京イオン総経理（現任） 
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５．新責任者の略歴 

 

氏  名 高橋 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（現任） 

 

氏  名 金子 淳史（かねこ あつし） 

生年月日 １９５６年１１月１４日 

主な経歴 

     １９８０年 ４月 日産自動車㈱入社 

     ２０１３年 ６月 イオン㈱入社 

２０１３年 ６月 同社グループＩＴ責任者補佐（現任） 

     ２０１３年 ６月 イオンアイビス㈱デジタルソリューション本部長（現任） 

 

氏  名 デミルカン ミネ 

生年月日 １９７１年１１月２１日 

主な経歴 

２０００年 ４月  ジャスコ㈱（イオン㈱）入社 

２００１年 ２月 同社グループ戦略室 

２００６年 ３月 同社事業推進部  

２０１１年 ５月 同社秘書部  

２０１１年 ９月 イオンリテール㈱イオンマリンピア店次長 

２０１２年 ３月 同社イオン佐久平店長（現任） 

 

 

以 上 


