
グループ主要企業一覧

　 純粋持株会社
＊イオン（株） 

　 GMS（総合スーパー）事業
   イオンリテール（株）
＊イオン北海道（株）
＊（株）サンデー
＊イオン九州（株）
   イオンスーパーセンター（株）
   イオンマルシェ（株）   
   （株）ジョイ
   （株）マイカル
   琉球ジャスコ（株）

　 SM（スーパーマーケット）事業
＊マックスバリュ中部（株）
＊マックスバリュ西日本（株）
＊マックスバリュ東北（株）
＊マックスバリュ東海（株）
＊マックスバリュ北海道（株）
＊（株）マルエツ
＊（株）いなげや
＊（株）カスミ
＊（株）ベルク
   （株） 光洋
   マックスバリュ九州（株）

　 戦略的小型店事業
＊ミニストップ（株）
   オリジン東秀（株）

　 ドラッグ事業
＊（株）CFSコーポレーション
＊（株）ツルハホールディングス
＊（株）クスリのアオキ
＊グローウェルホールディングス（株）
＊（株）メディカル一光
   タキヤ（株）
   （株）ウェルパーク
   クラフトホールディングス（株）
   シミズ薬品（株）

　 専門店事業
＊The Talbots, Inc.
＊（株）ジーフット
＊（株）コックス
＊（株）ブルーグラス
＊（株）タカキュー
＊（株）やまや
   アビリティーズジャスコ（株）
   イオンシネマズ（株）
   （株）イオンフォレスト
   （株）イオンボディ
   タルボットジャパン（株）
   ブランシェス（株）
   ペットシティ（株）
   （株）ボンベルタ
   （株）未来屋書店
   （株）メガスポーツ
   メガペトロ（株）

　 ノンストア事業
   （株）イオンビスティー

　 海外事業
＊AEON Co. (M) Bhd.
   AEON（Thailand）CO.,LTD.

　 中国事業
＊AEON Stores (Hong Kong) Co., Ltd.
   AEON (China) Co., Ltd.
   Beijing AEON Co., Ltd.
   Guangdong JUSCO Teem Stores Co., Ltd.
   Qingdao AEON Dongtai Co., Ltd.
   SHENZHEN AEON CO.,LTD.

　 商品機能等
   アイク（株）
   イオングローバルSCM（株）
   イオン商品調達（株）
   イオントップバリュ（株）
   イオンベーカリーシステム（株）
   コルドンヴェール（株）
   （株）生活品質科学研究所
   （株）フードサプライジャスコ
   （株）マイカルカンテボーレ
   Tasmania Feedlot Pty. Ltd.
   イオンデモンストレーションサービス（有）

　　　　　＊印は株式公開企業

■イオン1％クラブ
■（財）イオン環境財団
■（財）岡田文化財団

   ローラ アシュレイ ジャパン（株）
   ATジャパン（株）
   クレアーズ日本（株）
   （株）ワーナー・マイカル

　 総合金融事業
＊イオンクレジットサービス（株）
＊AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO., LTD. 
＊AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.
＊AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD
   イオン保険サービス（株）
   エー・シー・エス債権管理回収（株）
   ACS TRADING VIETNAM CO., LTD. 
   AEON CREDIT CARD (TAIWAN) CO., LTD.
   AEON CREDIT GUARANTEE (CHINA) CO., LTD.
   AEON CREDIT SERVICE (TAIWAN) CO., LTD. 
   AEON INFORMATION SERVICE (SHENZHEN) CO., LTD.
   PT.AEON CREDIT SERVICE INDONESIA
   （株）イオン銀行

　 ディベロッパー事業
＊イオンモール（株）
   ロック開発（株）

　 サービス事業
＊イオンディライト（株）
＊（株）イオンファンタジー
＊（株）ツヴァイ
＊チェルト（株）
   （株）イオンイーハート
   ジャスベル（株）
   リフォームスタジオ（株）

（株）ベルク
1994年、店頭登録。2008年、
東証第2部に上場（2009年、第
1部に指定）。埼玉県、群馬県を
中心に地域に密着したスーパー
マーケットを展開

マックスバリュ中部（株）
1987年、名証第2部に上場。中
部地区を地盤とするスーパーマー
ケットチェーン

（株）マルエツ
1977年、東証第2部（1984年、
東証第1部に指定）。首都圏を地
盤とするスーパーマーケットチェーン

（株）いなげや
1978年、東証第2部上場（1984
年、第1部に指定）。東京西部多
摩地区を中心に関東を地盤とす
るスーパーマーケットチェーン

（株）カスミ
1982年、東証第2部に上場
（1984年、第1部に指定）。茨城
県を中心に北関東を地盤とする
スーパーマーケットチェーン

マックスバリュ西日本（株）
1997年、大証第2部に上場。西
日本地区を地盤とするスーパー
マーケットチェーン

マックスバリュ東北（株）
2000年、東証第2部に上場。東
北地区を地盤とするスーパーマー
ケットチェーン

マックスバリュ東海（株）
2004年、東証第2部上場。静岡
県を中心に中部・西関東を地盤
とするスーパーマーケットチェーン

マックスバリュ北海道（株）
1995年、店頭登録。北海道を地
盤とするスーパーマーケットチェーン

ミニストップ（株）
1993年、東証第2部に上場
（1996年、第1部に指定）。ファ
ストフードを組み合わせたコンビニ
エンスストアチェーン

（株）タカキュー
1984年、店頭登録。1986年、
東証第2部上場（1989年第1部
に指定）。紳士衣料品を主軸に
企画・販売する専門店チェーン

（株）やまや
1994年、店頭登録。2002年、
東証第2部に上場（2004年、第
1部に指定）。酒類大型専門店
チェーン

（株）イオンファンタジー
2002年、店頭登録。
2003年、東証第2部に上場
（2005年、第1部に指定）。
SC内に室内ゆうえんちや
アミューズメントパークを展開

イオンモール（株）
2002年、東証第1部上場。
多機能複合型商業施設を開発
するSC専業ディベロッパー

イオンディライト（株）
1995年、大証第2部に上場。
1999年、東証第2部に上場
（2000年、両取引所第1部に指定）。
施設管理、警備保安、清掃を
全国でトータルに事業展開する
総合メンテナンス企業

（株）ツヴァイ
2004年、ジャスダック市場に上場。
2007年、東証第2部に上場。
しあわせな出会いを創造する
結婚相手紹介サービス業

チェルト（株）
2004年、ジャスダック市場に上
場。バックオフィスサポート事業

（株）コックス
1990年、店頭登録。カジュアル
ファッション専門店チェーン

（株）サンデー
1995年、店頭登録。青森県を中
心に東北を地盤とするホームセン
ターチェーン

イオン北海道（株）
1996年、店頭登録。1998年、東
証第2部、札証に同時上場
（2000年、東証第1部に指定）。北
海道を地盤とする総合小売企業

AEON Stores
（Hong Kong）Co., Ltd.（中国）
1994年、香港証券取引所に上
場。香港を代表する総合小売企業

AEON Co.（M）Bhd.
（マレーシア）
1996年、クアラルンプール証券
取引所メインボードに上場。マレー
シアを代表する総合小売企業

イオン九州（株）
2000年、店頭登録。九州を代表
する総合小売企業

イオン（株）
1974年、東証・大証・名証第2部に同時
上場（1976年、3取引所第1部に指定。
2004年より東証のみ上場）。2008年8
月に純粋持株会社体制へ移行

イオンクレジットサービス（株）
1996年、東証第2部に上場（1998
年、第1部に指定）。1,697万人の
会員を有する金融サービス企業

（株）CFSコーポレーション
1988年、名証第2部に上場。
1996年、東証第2部に上場（1997
年、2取引所第1部に指定）。静岡・
神奈川地区を中心にフード事業と
ドラッグ事業の展開を進める関東・静
岡地区有数のリージョナルチェーン

（株）ツルハホールディングス
1998年、店頭登録。2001年、東証
第２部に上場（2002年、第1部に指
定）。2005年11月に持株会社へ移
行。北海道を中心に多店舗展開を進
める日本有数のドラッグストアチェーン

（株）クスリのアオキ
2006年、東証第2部上場。石川
県を拠点に北陸・上越地方4県で
展開するドラッグストアチェーン

グローウェル
ホールディングス（株）
2008年、東証第2部に上場。ウエ
ルシア関東（株）と（株）高田薬局
の株式移転による共同持株会社

AEON CREDIT SERVICE
（ASIA）CO., LTD.
1995年、香港証券取引所に上
場。イオンクレジットサービスの香
港現地法人

AEON THANA SINSAP
（THAILAND）PLC.
2001年、タイ証券取引所に上場。
イオンクレジットサービスのタイ現地
法人

AEON CREDIT SERVICE
(M) BERHAD
2007年、マレーシア証券取引所
に上場。イオンクレジットサービスの
マレーシア現地法人

（株）メディカル一光
2004年、ジャスダック市場に上
場。三重県を中心に中部・近畿を
地盤とする調剤薬局チェーン

The Talbots, Inc.（米国）
1993年、ニューヨーク証券取引所
に上場。トータルファッションを提案
する米国婦人服専門店チェーン

（株）ブルーグラス
1995年、店頭登録。ティーンズを
中心にファッションから生活雑貨ま
でを提案するヤングカジュアル
ファッション専門店チェーン

（株）ジーフット
2000年、名証第2部に上場。
（株）ツルヤ靴店に（株）ニュース
テップが統合。足元からのスタイ
ルを提案する靴専門店チェーン
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