
２０１８年３月３０日 

イオンフィナンシャルサービス株式会社 

 
 

機構改革および人事異動等に関するお知らせ 

 

 

イオンフィナンシャルサービス株式会社（代表取締役社長：河原 健次、以下、当社）およびイオン

クレジットサービス株式会社（代表取締役社長：水野 雅夫）ならびに株式会社イオン銀行（代表取

締役社長：渡邉 廣之）は下記の通り４月１日付で機構改革、人事異動を実施しますのでお知らせ

いたします。 

 

 

記 

 

 

１． イオンフィナンシャルサービス㈱ 機構改革 

（１） 連結財務経理部組織下の財務企画室を財務企画部へ改称する。また、連結財務経理

部を経理部へ改称する。 

（２） フィンテック推進部を新設し、ペイメント企画室をペイメント企画部へ改称する。

また、データマネジメント部をイノベーション企画部に統合し、データマネジメン

ト部を廃止する。 

（３） 経営企画本部組織下の経営戦略室を経営戦略部へ改称する。また、経営企画部と広

報部を統合するとともに、連結財務経理部組織下のＩＲ室を経営企画部へ統合する。 

（４） 経営監査部組織下の監査企画室を監査企画部へ改称する。 

 

２．イオンフィナンシャルサービス㈱ 一般人事異動 

【氏 名】 【新 職】 【現 職】 

那須 茂人  
経営管理本部 副本部長 

（コントロール・経理統括） 
コントロール部長 

髙野 哲郎  
経営管理本部 副本部長 

（財務企画・与信企画統括） 
与信企画部長 

坂野 尚雄  
グローバル事業本部 副本部長 

（国際事業統括）  
兼 国際事業企画部長 

国際事業企画部長 

田中  恒星 
人事総務本部 副本部長 

（人事統括） 
 兼 人事部長 

人事部長 

 
久保田 圭一 コントロール部長 兼 経理部長 主計室長 



田爪 竜馬 財務企画部長 兼 与信企画部長 財務企画室長 

篠 原  謙  フィンテック推進部長 グローバル事業担当付 

髙野 英一郎 ペイメント企画部長 ペイメント企画室長 

田中 之也 システム管理部長 システム管理部 

田原 新也 経営戦略部長 経営企画部長 兼 経営戦略室長 

大久保 淳一 経営企画部長 広報部長 

市村 洋昭 監査企画部長 監査企画室長 

 

３．イオンクレジットサービス㈱ 機構改革 

（１）北関東・新潟支社を北関東・北陸信越支社へ、東海・長野支社を東海支社へ、近畿・

北陸支社を近畿支社へ改称する。 

法人営業一部を営業一部へ、法人営業二部を営業二部へ、法人営業三部を営業三部

へ改称する。また、カードセキュリティプロジェクトチームを法人営業統括部の組

織下に新設する。 

（２）営業企画部を販売促進部へ改称し、マーケティング部を統合する。また、デジタル

推進プロジェクトチームを営業企画統括部の組織下に新設する。 

（３）デジタル開発部を商品企画・開発部に統合する。 

（４）債権管理部を東日本債権管理部へ改称する。加えて、債権回収企画部を東日本債権

管理部に統合する。更に、西日本債権管理部を与信管理統括部の組織下に新設する。

また、与信リスク管理部を審査部に統合する。 

（５）システム・ソリューション本部をシステム本部へ改称する。また、第一システム部

を商品サービスシステム部へ、第二システム部を事務システム部へ、決済ソリュー

ション部を決済システム部へ、カードシステム開発部を次期クレジットカードシス

テム開発部へ改称する。また、システム運用部を事務システム部に統合する。 

（６）経営企画室を経営企画部へ改称する。 

 

４．イオンクレジットサービス㈱取締役人事 

【氏 名】 【新 職】 【現 職】 

中山 和雄 

取締役兼執行役員 
システム本部長 

兼 次期クレジットカード 
システム開発部長 

取締役兼執行役員 
システム・ソリューション本部長 
兼 カードシステム開発部長 



５．イオンクレジットサービス㈱一般人事異動 

【氏 名】 【新 職】 【現 職】 

島方 俊哉 
執行役員 

与信管理統括部長 

執行役員 

与信管理統括部長 

兼 与信リスク管理部長 

佐々木 潤 
法人営業統括部長 

兼 営業二部長 
法人営業統括部長 

荒 木  悟 
営業企画統括部長 

兼 デジタル推進プロジェクト 

チームリーダー 

営業企画統括部長 

兼 マーケティング部長 

光石 博文 
システム開発統括部長 

兼 決済システム部長 

システム開発統括部長 

兼 決済ソリューション部長 

松田 吉紀 
システム企画・管理統括部長 

兼 システム企画部長 

システム企画・管理統括部長 

兼 システム企画部長 

兼 システム運用部長 

鈴 木  淳 
財務・経理統括部長 

兼 経理部長 
- 

寺浦 俊二 
人事・総務統括部長 

兼 総務部長 

財務・経理統括部長 

兼 人事・総務統括部長 

杉 原  康 北関東・北陸信越支社長 北関東・新潟支社長 

成 澤  剛 東海支社長 東海・長野支社長 

森川 卓哉 近畿支社長 近畿・北陸支社長 

池永 祐樹 経営企画部長 経営企画室長 

本田 比呂司 営業一部長 法人営業一部長 

北村 仁志 営業三部長 法人営業三部長 

中村 浩之 業務管理部長 総務部長 

松田 邦浩 
カードセキュリティプロジェクト

チームリーダー 
法人営業二部長 

北 島  治 販売促進部長 営業企画部長 

佐藤 正行 東日本債権管理部長 債権管理部長 



板垣 秀年 西日本債権管理部長 債権回収企画部長 

中尾 紀明 審査部長 業務管理部長 

和 田  剛 商品サービスシステム部長 第一システム部長 

太田 博也 事務システム部長 第二システム部長 

・鈴木 淳は、４月１日付でイオンフィナンシャルサービス㈱出向を解除。 

 

６．㈱イオン銀行 機構改革 

(１) リテール営業本部の組織下に営業コントロール室を新設する。また同本部の組織下

の北海道・東北営業部を北海道営業部、東北営業部に分割する。加えて、九州営業

部を九州・沖縄営業部に改称する。 

(２) 法人営業統括部の組織下に法人ビジネス企画室を新設する。また同統括部の組織下

の住宅ローン営業部を不動産ローン営業部に改称する。 

(３) チャネル統括部の組織下のコールセンター業務部をダイレクト営業部に改称する。 

(４) 業務統括部の組織下にＲＰＡ推進室を新設する。 

(５) 経営管理担当の組織下のリスク・コンプライアンス部をリスク管理部、法務・コン

プライアンス部に分割する。また同担当の組織下にお客さまサービス部を経営企画

統括部より移管する。加えて、総務部の組織下に金融リテラシー推進室を新設する。 

(６) ＩＴ推進統括部を新設し、同統括部の組織下にＩＴイノベーション推進室を設置す

る。 

(７) 経営企画統括部の組織下の経営企画部と融資企画部を、経営企画部と戦略部に改組

する。また同統括部の組織下に経理部を経営管理担当より移管する。 

(８) システム戦略統括部、業務改革推進室を廃止する。 

 

７．㈱イオン銀行 取締役人事 

【氏 名】 【新 職】 【現 職】 

中島 陽朗 
取締役 兼 執行役員 

法人、市場担当  
兼 法人営業統括部長 

取締役 兼 執行役員 
法人、市場担当  

兼 法人営業統括部長 
 兼 法人営業部長 

 

８．㈱イオン銀行 執行役員異動 

【氏 名】 【新 職】 【現 職】 

徳山 正彦 
執行役員 ＩＴ推進統括部長 

 兼  
ＩＴイノベーション推進室長 

執行役員 
システム戦略統括部長 

 兼 システム戦略推進室長 

西澤 正純 
執行役員 

業務統括部長 
兼 ＲＰＡ推進室長 

執行役員 
業務統括部長 

 



９．㈱イオン銀行 一般人事異動 

【氏 名】 【新 職】 【旧 職】 

石井 敦子 北海道営業部長 北海道・東北営業部長 

宮崎 百合子 東北営業部長 
千葉営業部 

エリアマネージャー 

奥  雅 代 千葉営業部長 
店舗サポート部 

担当部長 

久保田 豪 東海・長野営業部長 店舗サポート部長 

溝 口  徳 九州・沖縄営業部長 
東京・神奈川営業部 
エリアマネージャー 

渡  弘 昌 店舗サポート部長 東海・長野営業部長 

大森 真紀夫 法人営業部長 住宅ローン営業部長 

吉田 周作 不動産ローン営業部長 
審査部 

統括マネージャー 

藤井 克哉 
東日本住宅ローン営業部長  

兼 東京住宅ローン営業部長 

東日本住宅ローン営業部 
担当部長  

兼 法人営業部 

堀  晃 一 ダイレクト営業部長 コールセンター業務部長 

穴田 将人 

リスク管理部長  
兼  

イオンフィナンシャルサービス㈱ 
リスク管理部長 

リスク・コンプライアンス部長 
兼 イオンフィナンシャルサービス

㈱リスク管理部長 

進藤 直人 

法務・コンプライアンス部長 
兼 

イオンフィナンシャルサービス㈱ 
法務コンプライアンス部 

リスク・コンプライアンス部 
統括マネージャー 兼 

イオンフィナンシャルサービス㈱ 
法務コンプライアンス部 

鶴川 泰司 

戦略部長 
 兼 

イオンフィナンシャルサービス㈱ 
与信企画部 

融資企画部長 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 


