
 

 

２０２１年３月１９日 

イオンモール株式会社 
 

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  

 

１．一般人事（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】 

マーケティング統括部  

エンターテインメント推進部長 
イオンモール東員 ＧＭ 最上 亜紀 

イオンモール新利府 北館 ＧＭ 営業統括部 営業企画部 マネージャー 中川 健太 

イオンモール富谷 ＧＭ イオンモール秋田 ＧＭ 飯田 昌裕 

イオンモール秋田 ＧＭ イオンモール神戸南 ＧＭ 宮本 雄次 

イオンモール水戸内原 ＧＭ イオンモール高松 ＧＭ 鈴木 一麿 

イオンモールつくば ＧＭ イオンモール富谷 ＧＭ 福留 健太 

イオンレイクタウン mori ＧＭ 
マーケティング統括部  

エンターテインメント推進部長 
宮嶋 佐知子 

（仮称）イオンモール土岐 ＧＭ イオンモールつくば ＧＭ 三田 輝幸 

イオンモール浜松市野 ＧＭ イオンレイクタウン mori ＧＭ 間處 陽子 

イオンモール東浦 ＧＭ イオンモール高知 ＧＭ 西山 正美 

イオンモール扶桑 ＧＭ 
イオンモール高崎  

活性化推進マネージャー 
古谷 憲彦 

イオンモール東員 ＧＭ イオンモール大牟田 ＧＭ 保田 暢大 



 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンモール四日市北 ＧＭ 
イオンモール津田沼  

オペレーションマネージャー 
鳴川 雅也 

イオンモール神戸南 ＧＭ イオンモール津南 営業マネージャー 真野 宏晃 

イオンモール伊丹昆陽 ＧＭ イオンモール名古屋みなと ＧＭ 玉元 秀樹 

イオンモール奈良登美ヶ丘 ＧＭ 
イオンモール沖縄ライカム  

営業マネージャー兼インバウンド推進リーダー 
西村 東吾 

イオンモール津山 ＧＭ イオンモール奈良登美ヶ丘 ＧＭ 城谷 美和 

イオンモール高松 ＧＭ イオンモール津山 ＧＭ 中山 拓也 

イオンモール高知 ＧＭ イオンモール水戸内原 ＧＭ 楠本 竜二 

イオンモール大牟田 ＧＭ イオンモール扶桑 ＧＭ 杉下 久 

 

＜中国＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンモール青島西海岸新区 ＧＭ 

兼 永旺夢楽城（山東）商業管理有限公司 

営業部長 

イオンモール青島西海岸新区 ＧＭ 鈴木 俊哉 

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 能瀬 秀幸 

イオンモール蘇州園区湖東 ＧＭ イオンモール浜松市野 ＧＭ 山本 匡秋 

イオンモール杭州良渚新城 ＧＭ 

イオンモール蘇州新区 ＧＭ  

兼 永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司 

営業部長 

安齋 武男 

イオンモール広州金沙 ＧＭ イオンモール広州番禺広場 ＧＭ 佐藤 規正 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

建設統括部 建設部長（江蘇浙江エリア担当） 

建設企画統括部 建設部  

建設第２グループ 担当部長 
若山 賢三 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

建設統括部 建設企画部長 

兼 建設統括部 建設部長 

(北京･天津･山東エリア担当） 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

建設統括部 建設企画部長 

兼 建設統括部 建設部長(北京･天津エリア担当）  

藤井 健 

 



＜ベトナム＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD. 

Corporate Management Division 

 Senior General Manager  

兼 General Affairs Department 

General Manager 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD.   

Finance ＆Accounting General Manager 

兼 General Affairs Department 

General Manager 

永妻 弘行 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD. 

Mall Management Division 

New Business Strategy Department 

General Manager 

新型コロナウイルス対策チーム リーダー 文山 陽平 

イオンモール ビンタン ＧＭ イオンモール ビンズオンキャナリ― ＧＭ 佐川 勉 

 

 

＜インドネシア＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンモール ジャカルタガーデンシティ 

ＧＭ 
イオンモール四日市北 ＧＭ 羽尾 京士 

PT AEONMALL INDONESIA 

Development Department  

General Manager 

PT AEONMALL INDONESIA 

Business Development Department  

General Manager 

來田 成弘 

PT AEONMALL INDONESIA  

New Business Development Department 

General Manager  

兼 Operetion Department 

General Manager  

イオンモールＢＳＤ ＣＩＴＹ ＧＭ 朱 恒常 

 

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 


