
 
２０１３年１０月２４日  

イ オ ン 株 式 会 社  

イオンモール株式会社 

イオンリテール株式会社 

 

イオングループのディベロッパー事業を機能統合 

イオンリテール(株)の商業施設をイオンモール(株)が管理・運営 

 
イオンリテール株式会社（以下、イオンリテール）とイオンモール株式会社（以下、イオンモー

ル）は、このたび１１月１日からイオンリテールの商業施設６９施設（モール型：５４モール、大

型：１５ＳＣ）をイオンモールが管理・運営（プロパティマネジメント）することで合意しました

のでご案内いたします。 

 

イオンは、イオングループ中期経営計画（２０１１年度～２０１３年度）において、「アジア」「大

都市」「シニア」「デジタル」の４つのシフトに加え、「グループ構造改革」の推進をグループ戦略方

針に掲げています。同計画のもと、これまで、ＧＭＳ事業におけるイオンリテールと株式会社マイ

カル、イオンマルシェ株式会社の３社統合と店舗名称「ＡＥＯＮ」への統一、総合金融事業におけ

るイオンクレジットサービス株式会社と株式会社イオン銀行の統合による銀行持株会社イオンフィ

ナンシャルサービス株式会社の発足等のグループ内事業統合を実施し、１業態１ブランド化や専業

化によるビジネスモデルの革新、分散・重複解消による効率化等を進めてきました。 

 

ディベロッパー事業においても、２０１１年１１月にグループ内のモール型商業施設の名称を 

「イオンモール」に統一、また、２０１２年には重複するマーケティング、開発機能の統合や約   

８,０００社からなるテナント会（イオン同友店会）組織の一本化を行ってきました。更には、２０１

３年４月にリーシング機能を統合し、一層の競争力強化と効率化を推進してきました。 

 

イオンリテールの商業施設の運営・管理業務をイオンモールに集約することで、イオングループ

におけるディベロッパー機能統合が完了することになります。なお、上記施設の業務受託により  

イオンモールが管理・運営する商業施設は国内１３１施設となります。 

 

イオンモールは、今後統合のシナジー効果を創出し、国内の出店ペースの加速化はもとより、  

中国やアセアンにおいても積極的な出店を推し進めていく予定です。 

イオンリテールは、この度の機能統合により“純化”を完了し、ＧＭＳ事業に専念する体制とな

ります。今後、地域のお客さまから頼りにされる“高い専門性を有する売場とサービスが結集した

総合店舗”を目指して、ＧＭＳ業態の革新を推し進めてまいります。 
 

記 
 
１． 管理・運営開始日  ： ２０１３年１１月１日（金） 

２． 対象施設      ： イオンリテールが直轄運営している国内６９施設 

（モール型：５４モール、 大型ＳＣ：１５ＳＣ） 

               ※詳細は別紙をご参照ください 

                 
 

［本件に関するお問合わせ先］ 

イオンモール株式会社 広報部  宮入･尾上  ＴＥＬ：０４３－２１２－６７３３ 

   
      



＜モール型：５４モール＞ 

イオンモール盛岡南 岩手県 イオンモール各務原 岐阜県 

イオンモール利府 宮城県 イオンモール富士宮 静岡県 

イオンモール富谷 宮城県 イオンモール浜松市野 静岡県 

イオンモール石巻 宮城県 イオンモール名古屋みなと 愛知県 

イオンモール大曲 秋田県 イオンモール熱田 愛知県 

イオンモール山形南 山形県 イオンモール扶桑 愛知県 

イオンモール三川 山形県 イオンモールナゴヤドーム前 愛知県 

イオンモール下妻 茨城県 イオンモール大高 愛知県 

イオンモール土浦 茨城県 イオンモール四日市北 三重県 

イオンモール小山 栃木県 イオンモール明和 三重県 

イオンモール佐野新都市 栃木県 イオンモール久御山 京都府 

イオンモール北戸田 埼玉県 イオンモール高の原 京都府 

イオンモール与野 埼玉県 イオンモール日根野 大阪府 

イオンモール浦和美園 埼玉県 イオンモール大日 大阪府 

イオンレイクタウン（mori） 埼玉県 イオンモール大阪ドームシティ 大阪府 

イオンレイクタウン（アウトレット） 埼玉県 イオンモール姫路リバーシティー 兵庫県 

イオンモール津田沼 千葉県 イオンモール猪名川 兵庫県 

イオンモール八千代緑が丘 千葉県 イオンモール姫路大津 兵庫県 

イオンモール柏 千葉県 イオンモール加西北条 兵庫県 

イオンモール銚子 千葉県 イオンモール伊丹昆陽 兵庫県 

イオンモール船橋 千葉県 イオンモール奈良登美ヶ丘 奈良県 

イオンモール東久留米 東京都 イオンモール日吉津 鳥取県 

イオンモール新発田 新潟県 イオンモール鳥取北 鳥取県 

イオンモール新潟南 新潟県 イオンモール津山 岡山県 

イオンモールかほく 石川県 イオンモール高松 香川県 

イオンモール佐久平 長野県 イオンモール綾川 香川県 

イオンモール大垣 岐阜県 イオンモール八幡東 福岡県 

 

＜大型：１５ＳＣ＞ 

イオン御経塚ＳＣ 石川県 イオン津ＳＣ 三重県 

ゆみーる鎌取ＳＣ 千葉県 イオン桑名ＳＣ 三重県 

イオンマリンピア専門館 千葉県 イオン近江八幡ＳＣ 滋賀県 

イオン板橋ＳＣ 東京都 イオン洛南ＳＣ 京都府 

イオン相模原ＳＣ 神奈川県 イオン茨木ＳＣ 大阪府 

イオン秦野ＳＣ 神奈川県 イオン明石ＳＣ 兵庫県 

イオン海老名ＳＣ 神奈川県 イオン松江ＳＣ 島根県 

イオン春日井ＳＣ 愛知県   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜ご参考：イオンモール（株）管理・運営施設事業エリア部別全リスト＞ 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 イオンモール浜松志都呂 静岡県
57 イオンモール浜松市野 静岡県
58 イオンモール富士宮 静岡県
59 イオンモール大垣 岐阜県
60 イオンモール各務原 岐阜県
61 イオンモール新瑞橋 愛知県
62 イオンモール東浦 愛知県
63 イオンモール木曽川 愛知県
64 イオンモール岡崎 愛知県
65 イオンモール名古屋みなと 愛知県
66 イオンモール熱田 愛知県
67 イオンモール扶桑 愛知県
68 イオンモールナゴヤドーム前 愛知県
69 イオンモール大高 愛知県
70 イオン春日井 愛知県
71 イオンモール鈴鹿 三重県
72 イオンモール四日市北 三重県
73 イオンモール明和 三重県
74 イオン津ＳＣ 三重県
75 イオン桑名ＳＣ 三重県

76 イオンモール草津 滋賀県
77 イオン近江八幡ＳＣ 滋賀県
78 イオンモール京都五条 京都府
79 イオンモールＫＹＯＴＯ 京都府
80 イオンモール久御山 京都府
81 イオンモール高の原 京都府
82 イオン洛南ＳＣ 京都府
83 イオンモール橿原 奈良県
84 イオンモール大和郡山 奈良県
85 イオンモール奈良登美ヶ丘 奈良県
86 イオンモール藤井寺 大阪府
87 イオンモール寝屋川 大阪府
88 イオンモール堺北花田 大阪府
89 イオンモール鶴見緑地 大阪府
90 イオンモールりんくう泉南 大阪府
91 イオンモール日根野 大阪府
92 イオンモール大日 大阪府
93 イオンモール大阪ドームシティ 大阪府
94 イオン茨木ＳＣ 大阪府
95 イオンモール伊丹 兵庫県
96 イオンモール伊丹昆陽 兵庫県
97 イオンモール神戸北 兵庫県
98 イオンモール姫路リバーシティー 兵庫県
99 イオンモール姫路大津 兵庫県

100 イオンモール猪名川 兵庫県
101 イオンモール加西北条 兵庫県
102 イオン明石ＳＣ 兵庫県

東海事業部

近畿事業部

1 イオンモールつがる柏 青森県
2 イオンモール下田 青森県
3 イオンモール秋田 秋田県
4 イオンモール大曲 秋田県
5 イオンモール盛岡 岩手県
6 イオンモール盛岡南 岩手県
7 イオンモール名取 宮城県
8 イオンモール利府 宮城県
9 イオンモール富谷 宮城県

10 イオンモール石巻 宮城県
11 イオンモール山形南 山形県
12 イオンモール三川 山形県

13 イオンモール太田 群馬県
14 イオンモール高崎 群馬県
15 イオンモール水戸内原 茨城県
16 イオンモールつくば 茨城県
17 イオンモール下妻 茨城県
18 イオンモール土浦 茨城県
19 イオンモール小山 栃木県
20 イオンモール佐野新都市 栃木県
21 イオンモール川口 埼玉県
22 イオンモール川口前川 埼玉県
23 イオンモール春日部 埼玉県
24 イオンモール羽生 埼玉県
25 イオンレイクタウンkaze 埼玉県
26 イオンレイクタウンmori 埼玉県
27 イオンレイクタウンoutlet 埼玉県
28 イオンモール北戸田 埼玉県
29 イオンモール与野 埼玉県
30 イオンモール浦和美園 埼玉県
31 イオンモール高岡 富山県
32 イオンモールかほく 石川県
33 イオン御経塚ＳＣ 石川県
34 イオンモール新発田 新潟県
35 イオンモール新潟南 新潟県
36 イオンモール佐久平 長野県

37 イオンモールむさし村山 東京都
38 イオンモール日の出 東京都
39 イオンモール東久留米 東京都
40 イオン板橋ＳＣ 東京都
41 イオンモール大和 神奈川県
42 イオン相模原ＳＣ 神奈川県
43 イオン秦野ＳＣ 神奈川県
44 イオン海老名ＳＣ 神奈川県
45 イオンモール富津 千葉県
46 イオンモール成田 千葉県
47 イオンモール千葉ニュータウン千葉県
48 イオンモール津田沼 千葉県
49 イオンモール八千代緑ヶ丘 千葉県
50 イオンモール柏 千葉県
51 イオンモール銚子 千葉県
52 イオンモール船橋 千葉県
53 ゆみーる鎌取ＳＣ 千葉県
54 イオンマリンピア専門館 千葉県
55 イオンモール甲府昭和 山梨県

北関東・北信越事業部

南関東事業部

東北事業部



 

103 イオンモール倉敷 岡山県
104 イオンモール津山 岡山県
105 イオンモール広島府中 広島県
106 イオンモール広島祇園 広島県
107 広島段原ＳＣ 広島県
108 イオンモール日吉津 鳥取県
109 イオンモール鳥取北 鳥取県
110 イオン松江ＳＣ 島根県
111 イオンモール高知 高知県
112 イオンモール新居浜 愛媛県
113 イオンモール高松 香川県
114 イオンモール綾川 香川県
115 イオンモール八幡東 福岡県
116 イオンモール直方 福岡県
117 イオンモール福岡 福岡県
118 イオンモール福津 福岡県
119 イオンモール筑紫野 福岡県
120 イオンモール大牟田 福岡県
121 イオンモール三光 大分県
122 大津ＳＣ 熊本県
123 イオンモール熊本 熊本県
124 イオンモール宇城 熊本県
125 イオンモール宮崎 宮崎県
126 イオンモール都城駅前 宮崎県

127 ソヨカふじみ野 埼玉県
128 ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ 愛知県
129 ならファミリー 奈良県
130 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ 兵庫県

131 日和田ショッピングモール 福島県

西日本事業部

ＰＭ事業部

その他事業部


