
 

 

２０１６年３月１８日 
イオンモール株式会社 

 

機構改革および人事異動について 

 
当社は、下記のとおり機構改革および人事異動を実施いたしますのでご案内申し上げます。 

 

 
記  

１．機構改革 

① アセアン事業を支える体制基盤の構築を目的に、アセアン本部の組織下に「アセアン管理部」を新設
する。 

② 人事統括部組織下に、ダイバーシティ（多様性）・マネジメントを推進することを目的に「ダイバー
シティ推進グループ」を新設する。 

 

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】 
＜営業本部＞ 

  

【新職】 【旧職】 【氏名】 
営業統括部長 北関東・新潟事業部長 山本 幸男 

同友店統括部長 営業統括部長（兼）同友店統括部長 福家 敏記 

東北・北海道事業部長 イオンモール鈴鹿  ＧＭ 松嶋 成悟 

北関東・新潟事業部長 東海・長野事業部長 小林 純一 

東海・長野事業部長 東北・北海道事業部長 近藤 明郎 

東近畿・北陸事業部長 イオンモール岡山  ＧＭ 武田 久和 

中四国事業部長 東近畿・北陸事業部長 井谷 光彦 

西近畿事業部 営業サポートグループ ＧＭ 西近畿事業部  マネージャー 井上 雅史 

イオンモール旭川駅前  ＧＭ 
マーケティング統括部  マーケティング部  

マネージャー 
兵頭 良樹 

イオンモール盛岡南  ＧＭ イオンモール木更津  ＧＭ 山下 啓次 

イオンモール石巻  ＧＭ 南関東事業部 営業サポートグループ ＧＭ 笠木 穂 

イオンモール佐野新都市  ＧＭ イオンモール新発田  営業マネージャー 高田 宜和 

イオンモール小山  ＧＭ 不動産管理部  マネージャー 佐藤 恭子 

イオンレイクタウンｍｏｒｉ  ＧＭ イオンレイクタウンｋａｚｅ  ＧＭ 清田 宏道 

イオンレイクタウンｋａｚｅ  ＧＭ イオンモール佐野新都市  ＧＭ 間處 陽子 

イオン板橋ショッピングセンター ＧＭ 既存店統括部 北関東・新潟リーシング部  小泉 博典 



【日本】 
＜営業本部＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 
イオンモール木更津  ＧＭ イオンモール名古屋茶屋  ＧＭ 古川 明 

イオンモール東久留米  ＧＭ イオンモール高の原  ＧＭ 平山 高志 

イオンモール新潟南  ＧＭ イオンモール大垣  ＧＭ 村上 晴彦 

イオンモール名古屋茶屋  ＧＭ 新店統括部 第二新店リーシング部長 鮫島 満 

イオンモール大垣 ＧＭ イオンモール京都桂川 営業マネージャー  藤 珠代 

イオンモール鈴鹿  ＧＭ イオンモール石巻  ＧＭ 大北 和史 

イオンモール高の原  ＧＭ 
イオン洛南ショッピングセンター 

営業マネージャー 
田中 和美 

イオンモール茨木  ＧＭ イオンモール東久留米  ＧＭ 大山 馨 

イオン明石ショッピングセンター  ＧＭ イオンモール浜松市野  営業マネージャー 小林 祐孝 

イオンモール加西北条  ＧＭ 
イオンモール伊丹昆陽 

オペレーションマネージャー 
松木 健三 

神戸ハーバーランド umie  ＧＭ イオンモール宮崎  ＧＭ 吉野 直樹 

イオンモール岡山  ＧＭ イオンレイクタウンｍｏｒｉ  ＧＭ 秀方 純 

イオンモール徳島  ＧＭ イオンモール筑紫野  ＧＭ 楢原 琢馬 

イオンモール筑紫野  ＧＭ イオンモール旭川駅前  ＧＭ 美濃部 博 

イオンモール八幡東  ＧＭ 九州・沖縄事業部 小椋 雄輔 

イオンモール熊本  ＧＭ イオンモール八幡東  ＧＭ 河野 学 

イオンモール宮崎  ＧＭ イオン板橋ショッピングセンター  ＧＭ 藤本 康久 

イオンモール沖縄ライカム  ＧＭ 神戸ハーバーランド umie  ＧＭ 佐藤 規正 

 
 
 
＜アセアン本部＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 
アセアン管理部長 中四国事業部長 山菅 貴史 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【中国】 
【新職】 【旧職】 【氏名】 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

開発統括部長 

永旺夢楽城（広東）商業管理有限公司 

総経理（兼） 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

開発統括部長    

佐藤 久之 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司   

リーシング統括部長（兼）テナント開発部長   

永旺夢楽城（湖北）商業管理有限公司 

総経理 
五十川 清成 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

管理統括部長（兼）管理部長     

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

管理統括部 管理部長     
髙梨 正巳 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

経営企画室長（兼）企画開発部長   

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

開発統括部（兼）企画開発部長 
能村 和也 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

経営監査部長（兼）上海事務所長 
経営監査部 マネージャー 安藤 眞二 

永旺夢楽城（広東）商業管理有限公司 

総経理 
イオンモール沖縄ライカム  ＧＭ 大田原 隆広 

永旺夢楽城（湖北）商業管理有限公司 

総経理    

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

副総経理（兼）管理統括部長     
村上 征典 

永旺夢楽城（中国）商業管理有限公司 

建設部長 
建設企画統括部  建設部 担当部長 上原 健一 

永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司 

リーシング部長 

永旺夢楽城（湖北）商業管理有限公司 

リーシング部長 
金丸 尚史 

永旺夢楽城（湖北）商業管理有限公司 

リーシング部長 

永旺夢楽城（湖北）商業管理有限公司 

リーシング担当部長 
松岡 秀樹 

 
 

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 


