
 

 

２０１８年３月２１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（３月２１日付） 

 

当社は、持続的成長と高い収益性を兼ね備えた企業体質構築を目的に、成長マーケットである中国・

アセアン地域での事業規模拡大と国内事業拠点の拡充による収益力強化と経営の効率化に取り組んで

おります。これらの施策を推し進め、より強固な経営体制の構築を目的として、2018年 3月 21日付に

て機構改革を実施します。 

 

１）海外事業において、モールの収益性向上及びリーシング力強化によるブランディング向上を目的と

して、開発企画統括部組織下に「海外企画部」を新設し、アセアン本部下に「アセアンリーシング統

括部」を新設する。 

２）ローカリゼーションの視点に基づいた地域密着の事業展開をより強固にすることを目的として、営

業本部営業統括部下の９事業部（東北・北海道、北関東・新潟、南関東、東海・長野、東近畿・北陸、

西近畿、中四国、九州・沖縄、幕張新都心）を、１１事業部（東北・北海道、関東・新潟、首都圏、

千葉、東海・長野、愛知、京滋・北陸、東近畿、西近畿、中四国、九州・沖縄）に再編する。 

３）ハピネスモールのブランディング推進を目的として、営業本部マーケティング統括部下の「イベン

トプランニング部」と「エンターテインメント推進部」を「エンターテインメント推進部」に統合・

再編する。 

４）組織的課題解決と、ＭＤ力向上に向けたリーシング力の強化を目的として、 

①リーシング本部新店統括部下のアパレルリーシング部、雑貨・サービスリーシング部、飲食・食品

リーシング部をエリア別に「新店第１リーシング部」「新店第２リーシング部」に改称し再編する。

また、新店統括部下の新店企画部を「リーシング企画部」に改称する。 

②リーシング本部下に「新規リーシング開発部」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＞ 

【開発本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

建設企画統括部 統括部長 兼 建設部長 建設企画統括部 建設部長 辻本 守良 

開発企画統括部 企画開発部長 
開発企画統括部 企画開発部 次世

代デザイングループ 担当部長 
高須賀 大索 



開発企画統括部 海外企画部長 兼 中国担

当付 中国グループ 部長  

中国担当付 中国グループ 部長 

兼 中国担当付 海外企画グループ 

部長 

瀬戸 章央 

 
【リーシング本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

新規リーシング開発部長 
新店統括部 アパレルリーシング部

長 
渡辺 祐子 

新店統括部 新店第１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 
前田 勝浩 

新店統括部 新店第２リーシング部長 
新店統括部 飲食・食品リーシング部

長 
河内 絵美奈 

新店統括部 リーシング企画部長 新店統括部 新店企画部長 小林 純一 

既存店統括部 中四国リーシング部長 
既存店統括部 九州・沖縄リーシング

部長 兼 中四国リーシング部長 
山元 広美 

既存店統括部 九州・沖縄リーシング部長 
既存店統括部 九州・沖縄リーシング

部 マネージャー 
山下 耕司 

 
【管理本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

管理本部 副本部長 兼 総務統括部長  
管理本部 副本部長 兼 総務統括

部長 兼 総務部長 
岡本 正彦 

総務統括部 総務部長 イオンモール新小松 ＧＭ 中村 澄 

 
【営業本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

関東・新潟事業部長 北関東・新潟事業部長 鈴木 秀一 

首都圏事業部長 南関東事業部長 辻 智人 

千葉事業部長 
永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司 

総経理 
中根 健 

愛知事業部長 東海・長野事業部長 近藤 明郎 

東海・長野事業部長 幕張新都心事業部長 小林 重治 



京滋・北陸事業部長 東近畿・北陸事業部長 武田 久和 

東近畿事業部長 イオンレイクタウン mori ＧＭ 清田 宏道 

西近畿事業部長 イオンモール京都桂川 ＧＭ 両角 友裕 

イオンモール大日 ＧＭ イオンモール木曽川 ＧＭ 大野 裕史 

イオンモール木曽川 ＧＭ 
イオンモール堺鉄砲町 

オペレーションマネージャー 
芳賀 学 

イオンレイクタウンmori ＧＭ イオンモール草津 ＧＭ 重松 雅人 

イオンモール草津 ＧＭ イオンモール多摩平の森 ＧＭ 奥野 勝也 

イオンモール多摩平の森 ＧＭ イオンモール高崎 ＧＭ付 新田 卓治 

イオンモール京都桂川 ＧＭ イオン株式会社 出向 東 雅史 

イオンモール新小松 ＧＭ イオンモール大和郡山 ＧＭ 田中 和夫 

イオンモール大和郡山 ＧＭ イオンモールつがる柏 ＧＭ 加瀬 浩 

イオンモールつがる柏 ＧＭ 
イオンモール長久手 

 営業マネージャー 
木村 栄介 

イオンモール扶桑 ＧＭ 
イオンモール甲府昭和  

活性化推進マネージャー 
杉下 久 

イオンモール綾川 ＧＭ 
イオンモール出雲  

営業マネージャー 
原田 義夫 

イオンモール大曲 ＧＭ イオンモール銚子 ＧＭ 松本 中 

イオンモール銚子 ＧＭ イオンモール富谷 ＧＭ 大澤 正之 

イオンモール富谷 ＧＭ 
九州・沖縄事業部 営業サポート 

グループ マネージャー 
福留 健太 

マーケティング統括部長  マーケティング統括部部長  
兼 イベントプランニング部長  

檜山 護 

 
【アセアン本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

アセアン本部 アセアンリーシング統括部長 開発企画統括部 企画開発部長 田所 日出男 

アセアン本部 アセアン管理部長  

（日本駐在） 

 

アセアン本部 アセアン管理部長 

（ベトナム駐在） 
山菅 貴史 

 
 



＜カンボジア＞ 
【新職】 【旧職】 【氏名】 

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD 

Senior Advisor 
AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD 

Managing Director 
矢島 誠 

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD 

Managing Director 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD 

Director and Ho chi minh BRANCH 
Head 

中川 哲以 

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 

イオンモール セン ソック シティ 
ＧＭ 兼 Sales＆Marketing 
Department General Manager 
And 
AEONMALL(CAMBODIA)CO.,LTD 

Sales＆Marketing Department 
General Manager 

瀬野 幸一郎 

 
＜インドネシア＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

PT AEONMALL INDONESIA 

Construction Department  GM アセアン本部 ミャンマー担当部長 中村 潤哉 

PT AEONMALL INDONESIA  
Operation GM イオンモール綾川 ＧＭ 朱 恒常 

 
＜ベトナム＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 
AEONMALL VIETNAM CO.,LTD  
Director and Ho chi minh  BRANCH 
Head 

アセアン本部 アセアン開発部 担

当部長 
松林 誠司 

 
＜中国＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

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）投資有限公司 SC
運営統括部長 

橋本 達也 

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 イオンモール蘇州新区 GM 上野 伸宏 

イオンモール蘇州新区 GM イオンモール大日 GM 安斎 武男 



永旺夢楽城（中国）商業管理有限公司 開発

部長 

永旺夢楽城（中国）商業管理有限公司 

開発部長 兼 永旺夢楽城（山東）商

業管理有限公司 開発部長 

兼古 剛 

永旺夢楽城（山東）商業管理有限公司 開発

部長 
永旺夢楽城（湖北）商業管理有限公司 

開発部長 
近江 憲一 

永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司 建設

部長 
建設企画統括部 建設部 新店第１

グループ 担当部長 
橋本 吉弘 

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（江蘇）商業管理有限

公司 建設部長 

鶴 和憲 

 
【出向】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオン株式会社 出向 ならファミリー ＧＭ 沖坂 徹也 

 
 
 

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 


