
 

 

２０１７年３月２１日 
イオンモール株式会社 

 

人事異動について 
当社は、下記のとおり人事異動を実施いたしますのでご案内申し上げます。 

 

記  
 

１．一般人事（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】 

首都圏開発部長 不動産管理部 担当部長 服部 俊郎 
東海・長野開発部長 中四国開発部長 遠藤 史彦 
近畿・北陸開発部長 東海・長野開発部長 田村 茂樹 

九州沖縄開発部長 兼 中四国開発部長 九州沖縄開発部長 小路 典次 
建設企画統括部 建設部長 建設企画統括部 建設部長 兼 建設企画部長 辻本 守良 

建設企画統括部 建設企画部長  建設企画統括部 建設企画部 担当部長                        渡邊 博史 
 
【リーシング本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 
新店統括部 雑貨・サービスリーシング部長 既存店統括部 関東リーシング部長 前田 勝浩 

既存店統括部 関東リーシング部長 既存店統括部 東海・長野リーシング部長 鉾立 雅文 

既存店統括部 東海・長野リーシング部長 新店統括部  
雑貨・サービスリーシング部長 

政次 義人 

 
【財経本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

財経統括部長 財経統括部長 兼 財務部長                         横山 宏 

財経統括部 財務部長 永旺夢楽城（中国）投資有限公司 
管理統括部長 兼 管理部長 

髙梨 正巳 

 
【管理本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

法務部長 リーシング管理部 マネージャー 荒川 武史 



【営業本部】 
【新職】 【旧職】 【氏名】 

南関東事業部長 イオンモール広島府中 ＧＭ 辻 智人 
オペレーションサポート部長 オペレーションサポート部 マネージャー             妹尾 哲弘 
イオンモール盛岡 ＧＭ 秘書グループ マネージャー 酒井 利之 

イオンモール利府 ＧＭ イオンモール姫路大津 ＧＭ 阪本 哲男 
イオンモール山形南 ＧＭ イオンモール利府 ＧＭ 木村 賢一 

イオンモールつくば ＧＭ 
イオンモール広島府中  
活性化推進マネージャー 三田 輝幸 

イオンモール春日部 ＧＭ イオンモール ビンズ オン キャナリー ＧＭ 文山 陽平 
イオン板橋ショッピングセンター ＧＭ イオンモール東久留米 営業マネージャー 石飛 秀範 

イオンマリンピア専門店館 ＧＭ 
イオンモール与野 
オペレーションマネージャー 

岩井 清英 

イオンモール成田 ＧＭ                       イオンモール盛岡 ＧＭ 石飛 正展 

（仮称）イオンモール座間 ＧＭ イオンモール成田 ＧＭ 加藤 拓也 
イオンモール富士宮 ＧＭ イオン春日井ショッピングセンター ＧＭ 柴田 恒宏 
イオンモール浜松市野 ＧＭ イオンモール橿原 ＧＭ 山本 匡秋 

イオンモール熱田 ＧＭ イオンモール桑名 ＧＭ 三浦 壽 
イオン春日井ショッピングセンター ＧＭ イオンマリンピア専門店館 ＧＭ 安藤 武 

ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ ＧＭ イオンモール浜松市野 ＧＭ 内田 雅夫 
イオンモール桑名 ＧＭ イオン津ショッピングセンター ＧＭ 渡邉 誠 

イオン津ショッピングセンター ＧＭ イオンモール高の原 ＧＭ 田中 和美 

イオン洛南ショッピングセンター ＧＭ 
イオンモール常滑 
オペレーションマネージャー 

平佐 孔嗣 

イオンモール京都桂川 ＧＭ イオンモールＫＹＯＴＯ ＧＭ 両角 友裕 

イオンモールＫＹＯＴＯ ＧＭ 
イオンモール大和郡山 
オペレーションマネージャー 大平 嘉子 

イオンモール高の原 ＧＭ イオンモール山形南 ＧＭ 藤村 拓夫 
イオンモール橿原 ＧＭ イオンモール熱田 ＧＭ 垣内 敏明 

イオンモール姫路大津 ＧＭ イオンモール高松 ＧＭ 田中 忠仁 
イオンモール高松 ＧＭ イオンモールＢＳＤ ＣＩＴＹ ＧＭ 鈴木 一麿 

イオンモール今治新都市 ＧＭ 
既存店統括部 関東リーシング部 
マネージャー 兼松 晃 

イオンモール倉敷 ＧＭ イオンモール京都桂川 ＧＭ 金森 修 



【新職】 【旧職】 【氏名】 
イオンモール日吉津 ＧＭ イオンモール富士宮 ＧＭ 渕上 幹雄 

イオンモール広島府中 ＧＭ ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ ＧＭ 山口 央二 
 
 
＜ベトナム＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンモール ビンズ オン キャナリー ＧＭ イオンモール日吉津 GM 田中 裕之 
 
 
＜カンボジア＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンモール セン ソック シティ ＧＭ 兼 
AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD  
Sales＆Marketing Department GM 

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD   
Sales＆Marketing Department ＧＭ 

瀬野 幸一郎 

イオンモール プノンペン ＧＭ イオンモール今治新都市 ＧＭ 松本 智幸 
 
＜インドネシア＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンモールＢＳＤ ＣＩＴＹ ＧＭ  イオンモール春日部 ＧＭ 三野 剛 
イオンモール ジャカルタガーデンシティＧＭ                 イオンモールつくば ＧＭ 内藤 嘉晃 
 
＜中国＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 
ＳＣオペレーションサポート統括部長 

営業統括部 オペレーションサポート部
長 

松本 孝義 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 
ＳＣ運営統括部長 イオンモール倉敷 ＧＭ 橋本 達也 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 
管理統括部長 兼 管理部長 兼 渉外部長 

永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司 
総経理 

齋藤 匠 

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（江蘇）商業管理有限公司  
建設部長 

永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司 
建設部長 

鶴 和憲 



【新職】 【旧職】 【氏名】 

永旺夢楽城（中国）商業管理有限公司 
総経理 

永旺夢楽城経開（武漢）商業管理有限公

司 総経理 兼 武漢経開 ＧＭ 
佐々木 清博 

永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司 
総経理 

永旺夢楽城（中国）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 
ＳＣ運営統括部長 

中根 健 

永旺夢楽城（浙江）商業管理有限公司 
総経理 兼 杭州良渚新城 ＧＭ 

北関東・新潟事業部 マネージャー 金岡 正浩 

永旺夢楽城（山東）商業管理有限公司 
総経理 

永旺夢楽城（山東）商業管理有限公司  
総経理 兼 開発部長 

山下 滋 

永旺夢楽城（中国）商業管理有限公司 
開発部長 

近畿・北陸開発部長 兼古 剛 

永旺夢楽城（湖北）商業管理有限公司 
建設部長 

建設企画統括部 建設企画部  
マネージャー 藤井 健 

永旺夢楽城（広東）商業管理有限公司 
建設部長 

永旺夢楽城（湖北）商業管理有限公司 

建設部長 田村 仁志 

イオンモール煙台金沙灘 ＧＭ イオンモール杭州良渚新城 ＧＭ 大矢 憲和 
イオンモール武漢経開 ＧＭ イオンモール武漢金銀潭 ＧＭ 酒井 俊郎 

イオンモール広州金沙 ＧＭ イオンモール広州番禺広場 ＧＭ 野﨑 修司 
イオンモール広州番禺広場 ＧＭ イオン板橋ショッピングセンター ＧM 小泉 博典 
 
【出向】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 
株式会社ＯＰＡ 出向  法務部長 木下 雅雄 
イオンタウン株式会社 出向 首都圏開発部長 木村 高郎 

永旺（中国）投資有限公司 出向 
永旺夢楽城（中国）投資有限公司 
建設統括部長 

水江 一生 

 
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 


