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２０１７年３月１日 

イ オ ン 株 式 会 社 

 

 

グループ各社代表者の異動について 

 

 

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】 【旧職】 【氏名】 

イオン琉球㈱ 

代表取締役社長 

イオンリテール㈱ 

関連企業部長 
佐方 圭二 

イオンバイク㈱ 

代表取締役社長 

イオンリテール㈱ 

北陸事業部長 
熊倉 淳 

イオンリカー㈱ 

代表取締役社長 

イオンリテール㈱ 

京都滋賀事業部長 
神戸 一明 

イオンベーカリー㈱ 

代表取締役社長 

イオンリテール㈱ 

デリカ企画部 
長谷川 康之 

イオンドットコム㈱ 

代表取締役社長 

イオンリテール㈱ 取締役執行役員 

営業推進本部長（継続） 
齊藤 岳彦 

 ※佐方圭二は、3月 18日開催予定のイオン琉球㈱臨時株主総会および取締役会での決議を経て代表取

締役社長に就任します。 

 ※熊倉淳、神戸一明、長谷川康之、齊藤岳彦は、本日開催の各社臨時株主総会および取締役会での決

議を経て代表取締役社長に就任しました。 

 ※齊藤岳彦は、イオンリテール㈱取締役執行役員 営業推進本部長とイオンドットコム㈱代表取締役

社長を兼務します。 

 ※前イオンベーカリー㈱代表取締役社長の江上大生は、広東イオンへ異動となります。 

 ※前イオンドットコム㈱代表取締役社長のジェンク グロルは、イオングループアセアン本社へ異動

となります。 
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  [ＳＭ・ＤＳ事業] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

アコレ㈱ 

代表取締役社長 

まいばすけっと㈱ 取締役 

人材開発部長 
宮崎 剛 

 ※宮崎剛は、本日開催のアコレ㈱臨時株主総会および取締役会での決議を経て代表取締役社長に就任

しました。 

 

 

  [サービス・専門店事業] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンペット㈱ 

代表取締役社長 

イオンリテール㈱ 取締役専務執行

役員 南関東カンパニー支社長 
大島 学 

 ※大島学は、3 月下旬開催予定のイオンペット㈱臨時株主総会および取締役会での決議を経て代表取

締役社長に就任します。 

 

 

[国際事業] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

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 

ストアオペレーション本部長 
山下 悟 

広東永旺天河城商業有限公司 

総経理（広東イオン 社長） 

永旺華南商業有限公司 

総経理（イオン華南 社長）（継続） 
猪原 弘行 

AEON（Thailand）CO.,LTD. 

（イオンタイランド）取締役社長 

イオン琉球㈱ 

代表取締役社長 
坊池 学 

 ※山下悟、猪原弘行、坊池学は、各社取締役会での決議を経て就任します。 

 ※猪原弘行は、イオン華南社長と広東イオン社長を兼務します。 

  ※前イオンタイランド取締役社長の生田政光は、イオンストアーズ香港へ異動となります。 

 

 

[商品機能会社] 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンフードサプライ㈱ 

代表取締役社長 

イオンフードサプライ㈱ 

製造担当 兼 東日本担当 
戸田 茂則 

㈱生活品質科学研究所 

代表取締役社長 

イオンリテール㈱ 南関東カンパニー 

コミュニケーション部長 
小松 幸代 

 ※戸田茂則は、本日開催のイオンフードサプライ㈱臨時株主総会および取締役会での決議を経て代表

取締役社長に就任しました。 

 ※小松幸代は、2月 25日開催の㈱生活品質科学研究所臨時株主総会および本日開催の同社取締役会で

の決議を経て代表取締役社長に就任しました。 

※前㈱生活品質科学研究所代表取締役社長の宮地邦明は、本日開催の同社取締役会での決議を経て取

締役相談役に就任しました。 
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２．新代表者の経歴 

 

氏  名  佐方 圭二（さがた けいじ） 

生年月日  １９６２年１０月３０日 

主な経歴  １９８５年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

      ２００４年 ３月 同社 ジャスコ伊賀上野店長 

      ２００７年 ５月 同社 ジャスコ堺北花田店長 

      ２０１０年 ３月 イオンリテール㈱ ジャスコ大日店長 

      ２０１１年 ２月 同社 北陸信越カンパニー 長野事業部長 

      ２０１４年 ９月 同社 北関東・新潟カンパニー 総務部長 

      ２０１５年 ２月 同社 ＧＭＳ事業サポートチームリーダー 

      ２０１６年 ９月 同社 関連企業部長 

 

 

氏  名  熊倉 淳（くまくら じゅん） 

生年月日  １９６０年 ７月２７日 

主な経歴  １９８４年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

      ２００２年 ２月 同社 スポーツ商品部長 

            ２００５年 ９月 同社 ジャスコ宇品店長 

      ２００７年 ４月 同社 西播事業部長 

      ２００８年 ９月 イオンリテール㈱ 西日本カンパニー スーパーセンター・メガマート

事業部長 

      ２０１０年 ４月 イオン㈱ ＤＳ事業戦略チームリーダー 

      ２０１２年 ９月 イオンリテール㈱ 北陸事業部長 

 

 

氏  名  神戸 一明（かんべ かずあき） 

生年月日  １９６３年 ８月 ８日 

主な経歴  １９８２年 ４月 ㈱マイカル（現イオンリテール㈱）入社 

      ２００３年 ３月 同社 会津サティ店長 

      ２００４年 ９月 同社 三郷サティ店長 

      ２００５年 ９月 同社 新座サティ店長 

      ２００７年 ４月 イオン㈱ ジャスコ栃木店長 

      ２００８年 ９月 イオンリテール㈱ ジャスコ与野店長 

      ２０１０年 ３月 ㈱マイカル 西関東営業部長 

      ２０１１年 ２月 イオンリテール㈱ 東神奈川事業部長 

      ２０１４年 ３月 同社 京滋事業部長 

      ２０１６年 ３月 同社 京都滋賀事業部長 

 

 

氏  名  長谷川 康之（はせがわ やすゆき） 

生年月日  １９７３年 ２月１７日 

主な経歴  １９９５年 ４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

      ２００５年 ３月 同社 デリカ商品部 

      ２００８年 ９月 イオンリテール㈱ デリカ商品部 

      ２０１６年 ３月 同社 デリカ企画部 マネージャー 
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氏  名  齊藤 岳彦（さいとう たけひこ） 

生年月日  １９６６年１０月２５日 

主な経歴  １９８９年 ３月 信州ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２０１１年 ２月 イオンリテール㈱ 住居余暇商品本部 企画部長 

２０１２年 ３月 同社 住居余暇商品企画本部 コーディネーター部長 

２０１３年 ９月 同社 経営企画部長 

２０１３年１１月 イオン㈱ Ｅコマース事業最高経営責任者補佐 

２０１４年 ３月 イオンダイレクト㈱ 代表取締役社長 

２０１６年１１月 イオンリテール㈱ オムニチャネル推進本部長 

２０１７年 ３月 同社 取締役執行役員 営業推進本部長（現任） 

 

 

氏  名  宮崎 剛（みやざき たけし） 

生年月日  １９７０年 ６月１４日 

主な経歴  １９９３年 ４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

      ２００１年 ９月 同社 秘書室 

      ２００９年 ７月 イオンリテール㈱ まいばすけっと事業部 

      ２０１２年 １月 まいばすけっと㈱ 営業部長 

            ２０１３年 ３月 同社 取締役 後方統括部長 

            ２０１５年 ４月 同社 取締役 営業・後方統括部長 

      ２０１６年 １月 同社 取締役 人材開発部長 

 

 

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  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２００４年  ３月  同社 コーポレート・コミュニケーション部次長 

２００９年  ４月  同社 秘書部長 

２０１１年  ３月  同社 グループ人事最高責任者 

２０１２年  ３月  同社 執行役 グループ人事最高責任者 

２０１３年  ３月  同社 執行役 サービス事業最高経営責任者 

２０１４年  ３月  イオンリテール㈱ 常務執行役員ＳＣ・開発担当 

２０１４年  ５月  同社 取締役常務執行役員 ＳＣ・開発担当 

２０１５年  ２月 同社 取締役専務執行役員 南関東カンパニー支社長 

 

 

氏  名  山下 悟（やました さとる） 

生年月日  １９６７年  ８月１５日 

主な経歴  １９９１年  ４月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２００５年  ９月  同社 ジャスコ岡山店長 

２００７年  ７月  同社 ジャスコ金剛東店長 

２００９年  ４月  イオンリテール㈱ チーム改善活動推進グループ 

２０１０年  ９月  同社 チーム改善活動推進グループリーダー 

２０１２年  ３月  同社 改善活動推進部長 

２０１３年  ３月  同社 ストアオペレーション部長 

２０１５年  ２月  同社 執行役員 ストアオペレーション部長 

２０１６年  ３月  同社 執行役員 ストアオペレーション本部長 
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氏  名  猪原 弘行（いのはら ひろゆき） 

生年月日  １９６６年  ８月  ４日 

主な経歴  １９９１年  ８月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２００１年  ３月 同社 ジャスコ竜野店長 

２００３年  ２月 広東ジャスコ（現広東イオン）出向 

２００８年  ５月 イオン㈱ 中国事業戦略チーム 

２０１２年  ４月 イオングループ中国本社 出向 

２０１５年  ３月 永旺華南商業有限公司 総経理（現任） 

 

 

氏  名  坊池 学 （ぼういけ まなぶ） 

生年月日  １９６５年  ４月  ７日 

主な経歴  １９８８年  ４月  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２００５年  ３月  同社 北日本カンパニー 人事教育部長 

２００８年  ９月  イオンリテール㈱ 人事効率改革プロジェクトリーダー 

２０１０年  ３月  同社 事業創造政策チーム 

２０１３年  ３月  同社 南三重事業部長 

２０１４年 ５月  イオン琉球㈱ 代表取締役社長 

 

 

氏  名  戸田 茂則（とだ しげのり） 

生年月日  １９６５年 ３月１２日 

主な経歴  １９８７年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

      ２０１２年 ３月 イオンリテール㈱ イオン盛岡南店長 

      ２０１３年 ３月 同社 食品商品企画本部 畜産商品部長 

            ２０１５年 ５月 イオンフードサプライ㈱ 製造部長 

            ２０１７年 ２月 同社 製造担当 兼 東日本担当 

 

 

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  ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２０００年  ９月  同社 ジャスコ長吉店長 

２００２年  ９月  同社 ジャスコ蒲郡店長 

２００４年  ５月  同社 ジャスコ杜の里店長 

２００６年  ３月  同社 ジャスコ鈴鹿ベルシティ店長 

２００８年  ５月  同社 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 

２０１１年 ３月  イオン㈱ グループ環境最高責任者 

２０１３年 ３月  イオンマレーシア出向 

２０１５年 ２月  イオンリテール㈱ 南関東カンパニー  

エリア政策推進チームリーダー 

２０１６年 ３月 同社 南関東カンパニー コミュニケーション部長 

 

以 上 

 


