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２０１９年３月２０日 

報道関係各位 

イオンモール株式会社 

 

役員人事・人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、持続的成長と高い収益性を兼ね備えた強靭な企業体質の構築による成長の実現を図ることを目的

として、2018年２月期（2017年度）を初年度とする中期経営計画（2017～2019年度）を策定し、既存のビジネス

モデルの革新を図るとともに、新たな成長モデルの確立に取り組んでいます。 

事業規模の拡大を踏まえ、経営体制の一層の強化・充実により、成長施策の実行スピードを加速するため、

本日、以下のとおり取締役人事を決定しましたのでお知らせします。 

 

１．役員人事（４月１日付） 

 

２．一般人事（３月２１日付）    ※略称 「ＧＭ」はゼネラルマネージャー 
 
＜日 本＞ 

【開発本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

不動産管理部長 東北開発部長 加藤 寿 

関東・北海道開発部長 兼 東北開発部長 関東・北海道開発部長 藤田 雅士 

 

【リーシング本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

東北・北海道リーシング部長 関東・新潟リーシング部 担当部長 阿部 卓司 

 

 

 

 

 

 

【新職】 【現職】 【氏名】 

取締役副社長 

開発担当 

専務取締役 
開発本部長 岩本 馨 

取締役副社長 

財経担当兼海外事業担当 

専務取締役 
財経本部長兼アセアン担当 千葉 清一 

常務取締役 
アセアン本部長 

取締役 
アセアン本部長 玉井 貢 

常務取締役 
中国本部長 

取締役 
中国本部長 佐藤 久之 
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【財経本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

経理部長 
財経統括部 経理部  

主計グループ マネージャー 
野本 和宏 

 

【営業本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンモールつがる柏 ＧＭ イオンモール杭州良渚新城 ＧＭ 金岡 正浩 

イオンモール盛岡 ＧＭ 営業本部長付 居城 三佳子 

（仮称）イオンモール利府新棟 ＧＭ イオンモール東員 ＧＭ 大石 幸治 

イオンモール石巻 ＧＭ 不動産管理部長 名嶋 潔 

イオンモール天童 ＧＭ 東北・北海道リーシング部長 山崎 修 

イオンモール春日部 ＧＭ イオンモール神戸南 ＧＭ 袖山 雅彦 

イオンレイクタウンｍｏｒｉ ＧＭ イオンレイクタウンＫＡＺＥ ＧＭ 間處 陽子 

イオンレイクタウンｋａｚｅ ＧＭ イオンモール盛岡 ＧＭ 酒井 利之 

イオンモール川口 ＧＭ イオンモール宮崎 ＧＭ 藤本 康久 

イオンモール柏 ＧＭ イオンモール神戸北 営業マネージャー 麻柄 幸嗣 

イオンモール日の出 ＧＭ イオンモール東久留米 ＧＭ 川上 康英 

イオンモール東久留米 ＧＭ 
ＴＨＥ ＯＵＴＬＥＴＳ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ  

営業マネージャー 
中山 暁 

イオンモール常滑 ＧＭ イオンモール倉敷 ＧＭ 金森 修 

イオンモール各務原 ＧＭ イオンモール出雲 ＧＭ 加宅田 望 

イオンモール東員 ＧＭ イオンモール新小松 営業マネージャー 最上 亜紀 

イオンモール鈴鹿 ＧＭ イオンモール直方 ＧＭ 柏倉 泰子 

イオン洛南ショッピングセンター ＧＭ イオンモール石巻 ＧＭ 笠木 穂 

イオンモール堺北花田 ＧＭ パートナーシップ部長 川原田 將詞 

イオンモール神戸南 ＧＭ 
西近畿事業部 営業サポートグループ 

マネージャー  
宮本 雄次 

イオンモール伊丹昆陽 ＧＭ イオンモール猪名川 ＧＭ 長岡 洋子 

イオンモール猪名川 ＧＭ イオンモール柏 ＧＭ 添田 祐美 
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【営業本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンモール倉敷 ＧＭ イオンモール日の出 ＧＭ 服藤 伸二 

イオンモール広島府中 ＧＭ イオンモール各務原 ＧＭ 野口 誠 

イオンモール鳥取北 ＧＭ イオンモール伊丹昆陽 ＧＭ 大栗 俊之 

イオンモール出雲 ＧＭ 経理部長 杉﨑 滋哉 

イオンモール直方 ＧＭ 
九州・沖縄事業部 営業サポートグループ  

マネージャー 
眞瀨 達也 

イオンモール宮崎 ＧＭ イオンモール鈴鹿 ＧＭ 大北 和史 

イオンレイクタウン活性化推進部長 イオンレイクタウンｍｏｒｉ ＧＭ 重松 雅人 

パートナーシップ部長 イオンモール春日部 ＧＭ 文山 陽平 

 

＜カンボジア＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD  

 イオンモール センソックシティ ＧＭ 
イオンモールつがる柏 ＧＭ 木村 栄介 

 

＜インドネシア＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

ＰＴ AEONMALL INDONESIA Corporate 

Planning Department Accounting & 

Finance ＧＭ 

経理部 経理グループ マネージャー 小酒井 直希 

 

＜ベトナム＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

（仮称）イオンモール HaiPhong LeChan  

ＧＭ 
イオンモールTan PhuCeladon ＧＭ 岡田 正樹 

イオンモールTan PhuCeladon ＧＭ イオンモール Long Bien  ＧＭ  片岡 秀雄 

イオンモール Long Bien  ＧＭ               

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD  Facility & 

Operation Management  ＧＭ 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD Assistant to 

General Director 
楢原 琢馬 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD Development 

Planning  Department ＧＭ 

ＰＴ  AEONMALL INDONESIA  Business 

Development Department  ＧＭ 

 

田中 克典 

 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD Leasing 

Department Dupty ＧＭ 
関東・新潟リーシング部 担当 瀬川 祐二 
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＜中国＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

建設統括部長 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

建設統括部長 兼 永旺夢楽城（中国）

投資有限公司 建設統括部 建設部長 

(北京・天津エリア担当） 

橋本 吉弘 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

建設統括部 建設企画部長 

兼 永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

建設統括部 建設部長 (北京・天津エリア担

当） 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 建設

統括部 建設企画部長 

兼 永旺夢楽城（中国）投資有限公司 建

設統括部 建設部長 (湖北エリア担当） 

藤井 健 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

建設統括部 建設部長 (湖北エリア担当） 
建設企画部 企画グループ マネージャー 大上 貴史 

イオンモール杭州良渚新城 ＧＭ イオンモール天津津南 ＧＭ 能瀬 秀幸 

イオンモール天津津南 ＧＭ イオンモール佛山大瀝 ＧＭ 福本 義勝 

イオンモール佛山大瀝 ＧＭ イオン洛南ショッピングセンター ＧＭ 加藤 敦 

イオンモール蘇州呉中 ＧＭ 
永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司  

営業部長 
岡本 英樹 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

経営監査部長 
イオンモール堺北花田 ＧＭ 床爪 登 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

コンプライアンス部長 兼 上海駐在事務所長 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

経営監査部長 
上野 伸宏 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

イオンモール株式会社   広報部  ＴＥＬ:０４３－２１２－６７３３ 


