
 

 

２０２０年３月１９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、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） 
 

【開発本部】 

「東北開発部」、「関東・北海道開発部」を改編し、「東北・北海道開発部」、「関東開発部」に 

再編する。 
 
 

 

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】 

イオンカテプリ新さっぽろ GM イオンモール三川 GM 杉本 郁子 

イオンモール三川 GM 
イオンモール幕張新都心  

活性化推進マネージャー 
為川 恭明 

イオンモール利府プロジェクト推進部長 （仮称）イオンモール利府新棟 GM 大石 幸治 

（仮称）イオンモール利府新棟 GM イオンモール木曽川 GM 芳賀 学 

イオンモール下妻 GM イオンモール名古屋茶屋 GM 渡瀬 栄一 

イオンモール小山 GM イオンモール四日市北 GM 前田 耕 

イオンモール佐野新都市 GM 財経統括部 財務部長  髙梨 正巳 

イオンモール柏 GM イオンモール小山 GM 佐藤 恭子 

イオンモール津田沼 GM イオンモール KYOTO GM 大平 嘉子 

イオンモール富士宮 GM イオンモール津田沼 GM 今井 一人 



イオンモール名古屋茶屋 GM イオンカテプリ新さっぽろ GM 重永 剛 

イオンモール新瑞橋 GM 経営監査部長 宮島 幸雄 

イオンモール木曽川 GM イオンモール姫路大津 GM 田中 忠仁 

（仮称）ノリタケの森プロジェクト GM 則武プロジェクト リーダー 山口 央二 

イオンモール四日市北 GM 
イオンモール水戸内原  

オペレーションマネージャー 
羽尾 京士 

イオンモール明和 GM イオンモール佐野新都市 GM 高田 宜和 

イオンモール KYOTO GM イオン株式会社 出向 沖坂 徹也 

イオンモール高の原 GM イオンリテール株式会社 出向 船場 琢三 

イオンモール加西北条 GM イオンモール明和 GM 宮本 善文 

イオンモール姫路大津 GM イオンモール富士宮 GM 柴田 恒宏 

 

【リーシング本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

新店統括部長 兼 リーシング企画統括部長  
新店統括部長 兼 リーシング企画統括部長 

兼 リーシング企画部長 
五十川 清成 

リーシング企画統括部 リーシング管理部長 

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD  

イオンモール プノンペン GM and 

Operation Department General Manager 

and Sales＆Marketing Department 

General Manager 

松本 智幸 

リーシング企画統括部 リーシング企画部長 
AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD 

Leasing Department General Manager 
酒見 耕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【開発本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

副本部長 副本部長 兼 企業開発部長 八木 眞 

企業開発部長 企業開発部 担当部長 早津 浩嗣 

東北・北海道開発部長 
関東・北海道開発部長 兼 

東北開発部長 
藤田 雅士 

関東開発部長 関東・北海道開発部 担当部長 時田 洋暁 

東海・長野開発部長  東海・長野開発部 担当部長 吉川 浩司 

近畿・北陸開発部長 東海・長野開発部長  遠藤 史彦 

建設企画統括部長 兼 建設部長 建設企画統括部長 辻本 守良 

株式会社 OPA 出向 建設企画統括部 建設部長 山中 寿幸 

 

【財経本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

財経統括部長 兼 財務部長 財経統括部長  横井 栄一 

 

 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

経営監査部長 リーシング企画統括部 リーシング管理部長 熊谷 鉄也 

 

【アセアン本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

ミャンマー リーシング部長（ヤンゴン駐在） 
アセアンリーシング統括部長 

（ベトナム駐在） 
田所 日出男 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜中国＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

永旺夢楽城（湖北）商業管理有限公司  

総経理 兼 リーシング部長 

永旺夢楽城（湖北）商業管理有限公司  

総経理 
南 愼一郎 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

建設統括部長 兼 建設部長 

（湖北エリア担当） 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

建設統括部長 
橋本 吉弘 

永旺夢楽城（広東）商業管理有限公司  

イオンモール佛山大瀝 GM 

永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司  

イオンモール蘇州呉中 GM 
岡本 英樹 

 

＜ベトナム＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD  

Ho chi minh Branch Head and 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD  

Facility & Operation Management  

General Manager 

 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD 

イオンモール ビンタン GM  
川端 真也 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD  

Senior General Manager and 

Development Planning Department 

General Manager  

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD  

Development Planning Department    

General Manager 

田中 克典 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD  

イオンモール ロンビエン GM  

 
AEONMALL VIETNAM CO.,LTD  

イオンモール ロンビエン GM and  

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD  

Facility & Operation Management  

General Manager 

 

楢原 琢馬 

 

＜カンボジア＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD  

イオンモール プノンペン GM and  

Mall Support Department  

General Manager  

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD                                 

Operation Department Manager 
川上 晶生 

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD  

イオンモール セン ソック シティ GM 

and  

Sales＆Marketing Department  

General Manager 

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD  

イオンモール セン ソック シティ GM 
木村 栄介 

 

＜インドネシア＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

PT AEONMALL INDONESIA  

（仮称）イオンモール タンジュン バラット GM 

PT AEONMALL INDONESIA  

（仮称）イオンモール タンジュン バラット GM

 and 

イオンモール ジャカルタ ガーデンシティ GM 

瀬野 幸一郎 

PT AEONMALL INDONESIA  

イオンモール ジャカルタ ガーデンシティ 

GM  

イオンモール柏 GM 麻柄 幸嗣 

以上 

【本件に関するお問い合わせ】イオンモール株式会社 広報部  ＴＥＬ:０４３－２１２－６７３３ 


