
２０２２年２月２１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いたします。 

 

【記】 

 

１．代表者人事（３月１日付） 

【新職】 【現職】 【氏名】 

㈱ダイエー 

代表取締役社長 

イオン㈱ 

執行役 商品担当 
西峠 泰男 

イオンベーカリー㈱ 

代表取締役会長 

㈱ダイエー 

代表取締役社長 
近澤 靖英 

イオンベーカリー㈱ 

代表取締役社長 

㈱ダイエー 

取締役 近畿事業本部長 
岡本 直登 

イオンエンターテイメント㈱  

代表取締役社長 

㈱イオンファンタジー 

取締役 戦略本部長 
浅田 靖浩 

ブランシェス㈱ 

代表取締役社長 

イオン㈱ 

サービス・専門店担当付 
泉 憲利 

イオンサヴール㈱ 

代表取締役社長 

イオンフィナンシャルサービス㈱ 

事業推進本部長 
デミルカン ミネ 

イオントップバリュ㈱ 

代表取締役社長 

兼 イオン㈱執行役商品担当 

イオンリテール㈱ 

取締役専務執行役員 

近畿カンパニー支社長 

土谷 美津子 

イオングローバルＳＣＭ㈱ 

代表取締役社長 

兼 イオン㈱執行役物流担当 

イオン㈱ 

責任者 物流担当 
手塚 大輔 

㈱生活品質科学研究所 

代表取締役社長 

㈱生活品質科学研究所 

取締役 商品開発サポート本部長 
間處 博子 

  

   

 

 

 

 



２．新代表者の経歴 

氏  名  西峠 泰男(にしとうげ やすお) 

生年月日  １９６７年 ２月 ５日 

主な経歴  １９８９年 ３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

１９９８年 ５月 同社 マックスバリュ江刺店長 

２０００年 ５月 同社 マックスバリュ各務原店長 

２００２年 ８月 同社 マックスバリュ北陸事業部長 

２００４年 ３月 同社 山陰事業部長 

２００６年 ３月 同社 長野事業部長 

２００９年 ４月 同社 海外事業戦略チーム 

２０１１年１０月 AEON VIETNAM CO.,LTD 取締役社長 

２０１７年 ４月 イオン㈱ ベトナム事業担当 

２０１９年 ３月 同社 執行役 アセアン事業担当 

２０２０年 ３月 AEON VIETNAM CO.,LTD 取締役社長 

２０２１年 ３月 イオン㈱ 執行役 商品担当（現任） 

 

 

氏  名  近澤 靖英（ちかざわ やすひで）  

生年月日  １９５５年  ８月 ２日 

主な経歴  １９７９年  ３月  ジャスコ株式会社（現イオン㈱）入社  

２０００年  ３月  同社 ＳＳＭ商品本部 畜産商品部長  

２００３年  ２月  同社 西日本カンパニー 山陰事業部長  

２００４年  ３月  同社 関東カンパニー 支社長  

２００４年  ５月  同社 執行役  

２００６年  ５月  同社 常務執行役  

２００７年  ９月  同社 商品担当  

２００８年  ４月  イオンリテール株式会社 専務取締役  

２０１０年  ３月  イオン株式会社 グループ商品改革責任者  

２０１０年  ５月  同社 執行役  

２０１２年  ３月  イオンリテール株式会社 取締役 兼 執行役員副社長  

２０１３年  ５月  株式会社ダイエー 取締役 専務執行役員  

２０１５年  ２月  同社 代表取締役社長（現任） 

 

 

氏  名  岡本 直登（おかもと なおと） 

生年月日  １９６４年 ８月２８日 

主な経歴  １９８７年 ４月 ㈱ダイエー入社 

      ２００６年 ７月 同社 横須賀店 支配人 

２００８年 ３月 イオンリテール㈱ 伊丹店長 

２０１０年 ３月 ㈱ダイエー 近畿営業本部 中近畿営業部長 

２０１２年 ３月 同社 近畿営業本部 副本部長 

２０１３年 ３月 同社 食品・ＨＢＣ商品本部 副本部長兼商品開発部長 

２０１３年 ９月 イオントップバリュ㈱ 生鮮統括商品部 統括部長 

２０１５年 ２月 ㈱ダイエー 取締役執行役員 営業戦略統括 

２０１５年 ９月 同社 取締役執行役員 営業戦略・ストアオペレーション統括 

２０１６年 ３月 同社 取締役執行役員 商品・営業企画本部長 

２０１７年 ３月 同社 取締役執行役員 近畿事業本部長 

２０２０年 ５月 同社 取締役 近畿事業本部長（現任） 



氏  名  浅田 靖浩（あさだ やすひろ） 

生年月日  １９７１年 ２月２１日 

主な経歴  １９９３年 ３月 ㈱ダイエーレジャーランド（現㈱イオンファンタジー）入社 

２００４年 ３月 ㈱ファンフィールド（現㈱イオンファンタジー）商品部長 

２００７年 ３月 同社 営業企画部長 

２０１４年 ９月 同社 商品本部長 

２０１５年 ６月 ㈱イオンファンタジー 商品本部長代行 

２０１７年 ９月 同社 営業企画本部長 

２０１９年 ３月 同社 戦略本部長（現任） 

２０２１年 ５月 同社 取締役（現任） 

 

 

氏  名  泉 憲利（いずみ のりとし） 

生年月日  １９６９年 ６月１２日 

主な経歴  ２００２年 ２月 アディダスジャパン㈱ マーケティングサービス  

イベントシニアマネージャー 

２００２年１０月 同社 ブランドマーケティング シニアマネージャー 

２００７年 ４月 ㈱サザビーリーグ アフタヌーンティー・リビング 

マーケティング部長 

２０１３年 ４月 同社 アフタヌーンティー・リビング商品第 1 部長 

２０１６年 ４月 同社 コクーニスト部長 

２０１８年１１月 ㈱天真堂 取締役社長室長 

２０２０年 ８月 ㈱グローバル伸和製薬 代表取締役 

２０２１年 ９月 イオン㈱サービス・専門店担当付（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 ジャスコ株式会社（現イオン㈱）入社 

２０１２年 ３月 イオンリテール㈱ 佐久平店長 

２０１４年 ３月 イオン㈱ グループ戦略担当 

２０１５年 ４月 イオンフィナンシャルサービス㈱ 国際業務管理部長 

２０２０年 ３月 同社 監査企画部長 

２０２１年 ４月 同社 事業推進本部長（現任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



氏  名   土谷 美津子（つちや みつこ） 

生年月日   １９６３年１２月 ９日 

主な経歴  １９８６年 ４月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 

２００１年 ３月 同社 マーケティング本部お客さまサービス部長 

２００３年 ５月 同社 お客さま担当 兼 ＣＳ部長 

２００６年 ５月 同社 執行役 

２００７年 ９月 同社 グループお客さま・品質管理担当 

２００８年 ３月 同社 グループ環境担当 

２０１０年 ５月 ㈱イオンファンタジー 代表取締役社長 

２０１３年 ３月 イオンリテール㈱ 専務執行役員 食品商品企画本部長 

２０１３年 ５月 同社 取締役 

２０１６年 ６月 ビオセボン・ジャポン㈱ 代表取締役社長 

２０１９年 ３月 イオンリテール㈱ 取締役執行役員副社長 

近畿カンパニー支社長 

２０２０年 ３月 同社 取締役専務執行役員 近畿カンパニー支社長（現任） 

 

 

氏  名  手塚  大輔（てづか  だいすけ） 

生年月日  １９７５年 ９月１９日 

主な経歴  ２００２年  ９月  イオンクレジットサービス㈱ 入社 

２００６年  ６月  イオン総合金融準備㈱（現㈱イオン銀行） 

２００７年１１月  同社 企画部統括マネージャー 

２０１１年  ７月  イオン㈱ 戦略部 

２０１４年  ３月  同社 戦略部長 

２０１６年  ５月  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 

２０１７年  ３月  マックスバリュ関東㈱ 代表取締役社長 

２０１９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㈱ 

代表取締役副社長（現任） 

２０２１年 ３月 イオン㈱ 責任者 物流担当（現任） 

 

 

氏    名   間處 博子（まどころ ひろこ） 

生年月日   １９７０年 ９月１８日 

主な経歴  １９９３年 ４月 イオンフードサプライ㈱ 入社 

２００７年 ９月 同社 本社品質管理部長 

２０１１年 ４月 同社 南関東センター長 

２０１３年 ５月 同社 新規事業・業態開発部長 

２０１４年 ３月 同社 代表取締役社長 

２０１７年 ３月 イオン㈱ ＳＣＭ・物流改革ＰＴリーダー 

２０１８年 ３月 イオングローバルＳＣＭ㈱ 代表取締役社長 

２０２０年 ５月 ㈱生活品質科学研究所 戦略室 

２０２１年 ３月 同社 商品開発サポート本部長（現任） 

２０２１年 ５月 同社 取締役（現任） 

 

 

以上 


