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２０２３年３月１日 

イオン九州株式会社 

 

機構改革及び人事異動について 

 

当社は、継続した収益力の向上とＥＳＧ経営の推進による企業価値向上を目指し、変革と挑戦を続

ける企業集団として、下記のとおり機構改革及び人事異動を実施します。 

 

記 

 

１.機構改革（３月１日付） 

（１） 方針 

① 営業とディベロッパー事業の一体連携により収益力の更なる向上を目指す。 

② 管理とサステナブルの一体連携によりＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）経営の更なる推進

を目指す。 

③ エリアドミナント戦略の実現に向けて福岡地区店舗を再編する。 

（２） 機構改革 

① 新たに「営業・ディベロッパー事業担当」、「管理・コーポレートコミュニケーション担当」

を配置する。 

② 営業本部下のエクスプレス事業部は都市型小型店に特化し、既存店舗の一部を福岡地区の事

業部へ移管する。あわせて同本部下に「中福岡事業部」を新設する。 

③ 食品商品本部下に成長戦略の実現に向けて「マイクロＰＣ推進部」を新設し、事業部下のプ

ロセスセンターを移管し、今後の成長の一翼を担うしくみを確立する。 

※マイクロＰＣ：生鮮加工を集中的に行う小規模プロセスセンター 

また、同本部下に「リカー・ギフト商品部」を新設し、ＥＣにむけた産地ギフトの強化とリ

カーをディスティネーションカテゴリーとして確立する。 

④ コーポレートトランスフォーメーション推進本部下の「デジタル推進部」を「ネットスーパ

ー・ＤＸ推進部」と「オンラインストア推進部」へ分割し、ＥＣ売上拡大と生産性向上にむ

けて推進する。 

⑤ 管理本部下に「収益構造改革ＰＴ」を設置し、ＧＭＳ事業の収益改善の取り組みを強化する。 

 

 

 

２.取締役人事（３月１日付） 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

取締役 常務執行役員 

営業・ディベロッパー事業担当 

兼 ディベロッパー事業本部長 

取締役 上席執行役員 

ディベロッパー事業本部長 
奥田 晴彦 

取締役 常務執行役員 

管理・コーポレートコミュニケーション担当 

兼 管理本部長 

兼 企業倫理担当 

取締役 上席執行役員 

管理本部長 

兼 財務経理部長 

兼 企業倫理担当 

兼 健康経営推進責任者 

赤木 正彦 
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３.執行役員人事（３月１日付） 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

執行役員 

中福岡事業部長 

執行役員 

南福岡事業部長 
山下 陽子 

執行役員 

ディベロッパー事業本部 副本部長 

兼 ＳＣ部長 

開発部長 樋口 尚大 

執行役員 

管理本部 副本部長 

兼 経営企画部長 

兼 健康経営推進責任者 

経営企画部長 

兼 戦略Ｇマネジャー 
金子 亮輔 

執行役員 

収益構造改革ＰＴリーダー 
営業本部 副本部長 本村 努 

 

 

４.一般人事（３月１日付） 

【 社長直下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

経営監査室長 

執行役員 

ディベロッパー事業本部 

副本部長 

田中 実 

 

 

【 ディベロッパー事業本部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

開発部長 開発部 牧 和博 

ＦＣ事業推進部長 ＦＣ事業推進部 高山 毅士 

 

 

【 管理本部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

財務経理部長 
財務経理部 

財務経理Ｇマネジャー 
伊豫岡 栞奈 

 

 

【 コーポレートトランスフォーメーション（ＣＸ）推進本部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

オンラインストア推進部長 ＣＸ推進本部 岩尾 昌臣 

ネットスーパー・ＤＸ推進部長 デジタル推進部長 板木 伸也 
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【 食品商品本部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

マイクロＰＣ推進部長 水産商品部長 藤尾 登 

水産商品部長 水産商品部 西原 基樹 

リカー・ギフト商品部長 グロサリー商品部 緒方 徹也 

 

 

【 衣料・住居余暇商品本部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

衣料・住居余暇コーディネーター部長 ホームコーディ商品部長 古川 憲 

ホームコーディ商品部長 ＨＣ営業推進部長 恒川 淳次 

キッズ商品部長 イオン時津店長 山崎 龍太郎 

 

 

【 営業本部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

熊本事業部長 イオン福岡店長 妹尾 克也 

宮崎事業部長 イオン宮崎店長 杉野 康盛 

南福岡事業部長 イオンスタイル笹丘店長 中村 正 

 

 

【 営業本部 北福岡事業部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

マックスバリュ福間駅前店長 

マックスバリュ新宮杜の宮店 

副店長 

兼 デイリー主任 

藤本 由佳 

マックスバリュ水巻店長 
マックスバリュ黒崎店 

副店長 
後藤 明憲 

マックスバリュＥＸ徳力店長 

兼 マックスバリュＥＸ城野店長 

マックスバリュＥＸ片江店長 

兼 マックスバリュＥＸ南片江店長 
土橋 宏真 

 

  



   4 

 

【 営業本部 中福岡事業部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

中福岡営業サポート部長 イオン日田店長 吉川 昌宏 

中福岡商品部長 南福岡商品部長 中村 一博 

イオンスタイル笹丘店長 イオン姶良店長 大坪 丈二 

マックスバリュＥＸ姪浜駅前店長 マックスバリュＥＸ干隈店長 松本 健二 

マックスバリュＥＸ干隈店長 マックスバリュＥＸ友丘店長 崎田 健吾 

マックスバリュＥＸ友丘店長 

マックスバリュ那珂川店 

副店長 

兼 グロサリー・ノンフーズ主任 

田中 仁 

マックスバリュＥＸ片江店長 

兼 マックスバリュＥＸ南片江店長 

マックスバリュＥＸ南片江店 

副店長 

兼 生鮮主任 

鬼丸 学 

 

 

【 営業本部 南福岡事業部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

南福岡営業サポート部長 イオン東長崎店長 布川 博 

南福岡商品部長 マックスバリュ西熊本店長 村上 忠秀 

イオン福岡店長 イオン隼人国分店長 五十嵐 重博 

イオン二日市店長 
イオン延岡店 

食品販売課長 
登 大輔 

マックスバリュＥＸ港町店長 
マックスバリュＥＸ徳力店長 

兼 マックスバリュＥＸ城野店長 
西野 浩志郎 

 

 

【 営業本部 長崎事業部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン時津店長 イオン三光店長 甲斐 允弓 

イオン東長崎店長 
鹿児島事業部 

営業推進 
本田 恵子 
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【 営業本部 熊本事業部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

熊本営業サポート部長 南福岡営業サポート部長 戸簾 耕作 

イオン錦店長 
営業本部 

本部長付 
江藤 明彦 

イオン熊本店長 宮崎事業部長 吉田 稔 

イオン八代店長 キッズ商品部長 國武 年也 

マックスバリュ八代店長 マックスバリュ国府店長 式町 康 

マックスバリュ国府店長 
マックスバリュ田崎店 

副店長 
吉岡 学 

マックスバリュ西熊本店長 ビッグ福岡・大分営業部長 徳永 浩 

マックスバリュサンロードシティ熊本店長 マックスバリュみずき台店長 角田 健正 

マックスバリュみずき台店長 

マックスバリュ内坪井店 

副店長 

兼 グロサリー主任 

吉村 俊 

 

 

【 営業本部 大分事業部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン三光店長 マックスバリュ八代店長 吉丸 浩明 

イオン日田店長 マックスバリュ福間駅前店長 向井 光男 

イオン高城店長 マックスバリュ賀来店長 大塚 和成 

マックスバリュ賀来店長 マックスバリュサンロードシティ熊本店長 坂井 憲一 

 

 

【 営業本部 宮﨑事業部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン宮崎店長 衣料・住居余暇コーディネーター部長 相良 尚優 
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【 営業本部 鹿児島事業部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン隼人国分店長 イオン錦店長 中村 研一 

イオン姶良店長 イオン八代店長 伊東 正幸 

 

 

【 営業本部 エクスプレス事業部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

エクスプレス営業サポート部長 

兼 福岡西エリアマネジャー 
エクスプレス営業サポート部長 宮原 哲哉 

マックスバリュＥＸ大濠店長 

兼 マックスバリュＥＸ今川店長 

兼 マックスバリュＥＸ大名店長 

マックスバリュＥＸ姪浜駅前店長 和田 英之 

 

 

【 営業本部 ビッグ事業部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

ビッグ福岡・大分営業部長 
ビッグ事業部 

事業部長付 
久保田 智宏 

ザ・ビッグ福岡空港東店長 ザ・ビッグ小倉原町店長 小森 順平 

ザ・ビッグ小倉原町店長 
ザ・ビッグ宇佐店 

副店長 
宇治野 達規 

 

 

【 ＨＣ事業部下 】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

ＨＣ営業推進部長 ＨＣ北九州営業部長 下見 剛史 

ＨＣ北九州営業部長 ＨＣ南九州営業部長 山口 真琴 

ＨＣ南九州営業部長 ＨＣ事業部 田中 雅史 

ホームワイド財光寺店長 ホームワイド挾間店長 豊田 慎治 

ホームワイド挾間店長 
ホームワイドプラス賀来店 

ハード主任 
守本 稔男 

ホームワイド杵築店長 
ホームワイド阿蘇店 

ソフト主任 
中村 琢哉 

※「ＥＸ」は「エクスプレス」の略です 

  ※「ＨＣ」は「ホームセンター」の略です。  
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５.当社の取締役体制（３月１日付） 

【新職】 【氏名】 

代表取締役社長 柴田 祐司 

取締役 常務執行役員 

営業・ディベロッパー事業担当 

兼 ディベロッパー事業本部長 

奥田 晴彦 

取締役 常務執行役員 

管理・コーポレートコミュニケーション担当 

兼 管理本部長 

兼 企業倫理担当 

赤木 正彦 

取締役 吉田 昭夫 

社外取締役 久留 百合子 

社外取締役 松石 禎己 

社外取締役 黒須 綾希子 
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６.当社の執行役員体制（３月１日付） 

【役位】 【氏名】 

上席執行役員 

営業本部長 
川村 泰平 

上席執行役員 

食品商品本部長 
西嶋 洋一郎 

上席執行役員 

衣料・住居余暇商品本部長 
内田 守 

上席執行役員 

デジタルトランスフォーメーション責任者 

兼 コーポレートトランスフォーメーション推進本部長 

岩下 良 

上席執行役員 

コーポレートコミュニケーション本部長 

兼 サステナブル協創部長 

兼 サステナブル推進責任者 

武富 恭子 

執行役員 

長崎事業部長 
内田 昌代 

執行役員 

ビッグ事業部長 
椎名 孝夫 

執行役員 

中福岡事業部長 
山下 陽子 

執行役員 

ＨＣ事業部長 
宇田 敏秀 

執行役員 

社長室長 
吉田 圭司 

※ 執行役員 

ディベロッパー事業本部 副本部長 

兼 ＳＣ部長 

樋口 尚大 

※ 執行役員 

管理本部 副本部長 

兼 経営企画部長 

兼 健康経営推進責任者 

金子 亮輔 

※ 執行役員 

収益構造改革ＰＴリーダー 
本村 努 

 ※は新任です。 

以上 


