
２０２１年４月１日 

 

イオンモール株式会社 
 

機構改革および人事異動のお知らせ 

  当社は、２０２１年２月期（２０２０年度）を初年度とする中期経営計画（２０２０～２０２２年度）

において、「海外における高い利益成長の実現」「国内における安定的成長の実現」「成長を支えるファイナ

ンスミックスとガバナンス体制構築」「ＥＳＧ経営の推進」を成長施策として掲げ、ＥＳＧ視点に基づく経

営を通じて、社会的価値と経済的価値の創出を通して、地域社会とともに持続的な成長に取り組んでいま

す。 

新事業年度における経営課題および目指す姿を策定し、さらなる経営の効率化および意思決定の迅速化

の実現を目的として、機構改革および人事異動を決定しましたので、お知らせいたします。 

 

＜経営課題および目指す姿＞ 

（１）海外事業における高い利益成長の実現を目指し、中国およびアセアンの成長マーケットへの新規 

出店の加速・既存モールの増床活性化の推進 

（２）国内事業における地域へのソリューション提供、テナント企業との協業による新しい取り組み、 

重点課題の空床対策などを早期に推進・解決し、ＣＸ（カスタマーエクスペリエンス※）を創造する 

ことでリアルモールの魅力の最大化の実現 

   ※当社がお客さまに提供する新たな価値 

（３ ニューノーマル時代に対応した施設環境づくり、次世代モールの構築、およびオフィスを始めと 

する複合型やＯＰＡ事業の再生も含めた都市型ＳＣ事業（街づくり開発）の推進 

（４）デジタル技術やデータを活用し、新たなビジネスモデルの創出、お客さまの新たな「暮らし」を創造

する事業の開拓、および新時代に対応するオペレーションシステムの確立やＥＳ向上を含めたＤＸの

推進 

（５）成果指標を明確にしたマテリアリティ（重要課題）への取り組みを中心に、ＥＳＧ視点に基づく改革

を加速し、ステークホルダーに対して経済価値、社会価値、環境価値の創出 

 
 

１． 機構改革（４月１日付） 
 

【海外事業本部】 

海外事業における高い利益成長の実現を目指し、中国およびアセアンの成長マーケットへの新規出店の 

加速、既存モールの増床活性化を推進するため、以下の通り実施します。 

① 中国本部とアセアン本部を解消し、「海外事業本部」を新設する。 

② 海外事業本部組織下に、「海外事業推進統括部」を新設し、「中国部」「アセアン部」を配置する。 

③ アセアン本部組織下の「内部監査部」「アセアン建設部」「デジタル推進部」を廃止する。 
 

【ＣＸ創造本部】 

 ＣＸの創造によるリアルモールの魅力の最大化を推進するため、以下の通り実施します。 

① 営業本部およびリーシング本部を解消し、「ＣＸ創造本部」を新設する。 

②「新店統括部」「既存店統括部」「リーシング企画統括部」を、「新店リーシング統括部」 

「エリアリーシング統括部」へ改編する。 

③「デジタル推進統括部」を廃止し、マーケティング統括部組織下に「デジタル推進部」を新設する。 

④ ＣＸ創造本部組織直下に「リーシング企画部」を移管する。また「大型店リーシング部」と統合 

する。 
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⑤ 新店リーシング統括部組織下に「海外リーシング部」「新規リーシング開発部」を移管する。 

「新店第３リーシング部」を新設する。 

⑥ モール改革統括部組織下に「同友店統括部」を移管する。また、「営業管理部」に「リーシング管理部」

を統合する。 

⑦「既存店企画部」、「業務改革推進部」を廃止する。 

 

【開発本部】 

次世代モールの構築と都市型ＳＣ事業の推進のため、以下の通り実施します。 

① 開発本部組織下に「エリア開発統括部」を新設し、「東北・北海道開発部」「関東開発部」「首都圏開発部」

「東海・長野開発部」「近畿・北陸開発部」「西日本開発部」「不動産管理部」[企業開発部」を移管する。 

② 開発本部組織下の「建設企画統括部」を廃止し、開発企画統括部組織下に「建設部」「建設企画部」を移

管する。 

③ 開発企画統括部組織下にグローバル建設部を新設する。また、「企画開発部」「複合開発推進部」 

を「第１開発企画部」「第２開発企画部」「複合開発企画部」へ改編する。 
 

【財経本部】 

資産効率のさらなる向上を図るため、以下の通り実施します。 

① 財経本部組織下に「ＣＲＥ（不動産戦略）企画部」を新設する。 
 

【代表取締役社長下・管理本部】 

中長期戦略の立案・推進とＥＳＧ視点に基づく改革の加速のため、以下の通り実施します。 

① 代表取締役社長下に「ＤＸ推進部」を新設する。 

② 代表取締役社長下に「戦略部」を新設し、「経営企画部」のＩＲ・ＥＳＧ推進の機能を移管する。 

③ 代表取締役社長下に「社長室」を新設し、「広報部」「秘書室」を移管する。 

④ 管理本部組織下の「経営企画部」を廃止し、コントロールと国内子会社管理の機能を担う 

「経営管理部」を新設する。 

 

２．一般人事（４月１日付） 

※略称「ＧＭ」はゼネラルマネージャー 

＜日 本＞ 

【海外事業本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

海外事業推進統括部長 開発本部 近畿・北陸開発部長 遠藤 史彦 

海外事業推進統括部 アセアン部長 アセアン本部 アセアングループ 部長 平田 香織 

海外事業推進統括部 中国部長 中国本部 中国グループ 部長 村上 征典 

 

 

【ＣＸ創造本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

営業統括部 営業統括部長 営業本部 営業統括部長 山本 幸男 

営業統括部 東北・北海道事業部長 
営業本部 営業統括部 

東北・北海道事業部長 
秀方 純 
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営業統括部 関東・新潟事業部長 
営業本部 営業統括部 

関東・新潟事業部長 
山元 広美 

営業統括部 首都圏事業部長 
営業本部 営業統括部 

首都圏事業部長 
武田 久和 

営業統括部 千葉事業部長 
営業本部 営業統括部 

千葉事業部長 
木村 徹哉 

営業統括部 東海・長野事業部長 
営業本部 営業統括部 

東海・長野事業部長 
小林 重治 

営業統括部 愛知事業部長 
営業本部 営業統括部 

愛知事業部長 
鈴木 秀一 

営業統括部 京滋・北陸事業部長 
営業本部 営業統括部 

京滋･北陸事業部長 
大作 大志 

営業統括部 東近畿事業部長 
営業本部 営業統括部 

東近畿事業部長 
清田 宏道 

営業統括部 西近畿事業部長 
営業本部 営業統括部 

西近畿事業部長 
両角 友裕 

営業統括部 中四国事業部長 
営業本部 営業統括部 

中四国事業部長 
南 愼一郎 

営業統括部 九州・沖縄事業部長 
営業本部 営業統括部 

九州・沖縄事業部長 
岡田 貴 

営業統括部 営業企画部長 営業本部 営業企画部長 鈴木 康司 

イオンモール八千代緑が丘 ＧＭ 
営業本部 

モール改革統括部 営業管理部長 
西屋敷 隆彦 

イオンモールナゴヤドーム前 ＧＭ イオンモール タンフ―セラドン ＧＭ 片岡 秀雄 

イオンモール堺北花田 ＧＭ イオンモールナゴヤドーム前 ＧＭ 森嶋 茂 

イオンモール新居浜 ＧＭ イオンモール八千代緑が丘 ＧＭ 高山 辰喜 

マーケティング統括部 

エンターテインメント推進部長 

営業本部 マーケティング統括部 

エンターテインメント推進部長 
最上 亜紀 

マーケティング統括部 デジタル推進部長 イオンモール堺北花田 ＧＭ 川原田 將詞 

マーケティング統括部 

マーケティング部長 

営業本部 マーケティング統括部 

マーケティング部長 
佐久間 達也 

マーケティング統括部  

パートナーシップ部長 

営業本部 マーケティング統括部 

パートナーシップ部長 
安武 覚 

モール改革統括部長 営業本部 モール改革統括部長 松嶋 成悟 

モール改革統括部  

オペレーションサポート部長 

営業本部 モール改革統括部 

オペレーションサポート部長 
妹尾 哲弘 

モール改革統括部 営業管理部長 
リーシング本部 リーシング企画統括部  

リーシング管理部長 
松本 智幸 



 4 

モール改革統括部 同友店統括部長 営業本部 同友店統括部長 堀井 寛之 

アウトレット事業部長 営業本部 アウトレット事業部長 中村 彰文 

アウトレット事業部  

アウトレットリーシング部長 

営業本部 アウトレット事業部 

アウトレットリーシング部長 
松尾 崇司 

ハウジング事業推進部長 営業本部 ハウジング事業推進部長 中根 健 

新店リーシング統括部長 
リーシング本部 新店統括部長 兼  

リーシング本部 リーシング企画統括部長 
五十川 清成 

新店リーシング統括部  

新店第１リーシング部長 

リーシング本部 新店統括部  

新店第１リーシング部長 
前田 勝浩 

新店リーシング統括部  

新店第２リーシング部長 

リーシング本部 新店統括部  

新店第２リーシング部長 
河内 絵美奈 

新店リーシング統括部  
新店第３リーシング部長 

リーシング本部 新店統括部  
大型店リーシング部長 兼  
リーシング本部 リーシング企画統括部  
リーシング企画部 担当部長 

内田 寧 

新店リーシング統括部  

海外リーシング部長 

リーシング本部 リーシング企画統括部 

海外リーシング部長 
八幡 めぐみ 

新店リーシング統括部  

新規リーシング開発部長 

リーシング本部 リーシング企画統括部 

新規リーシング開発部長 
近藤 卓 

エリアリーシング統括部長 
リーシング本部 副本部長  

兼 既存店統括部長 
佐藤 俊夫 

エリアリーシング統括部  

東北・北海道リーシング部長 

リーシング本部 既存店統括部  

東北・北海道リーシング部長 
倉本 依奈 

エリアリーシング統括部  

関東・新潟リーシング部長 

リーシング本部 既存店統括部 

関東・新潟リーシング部長 
鉾立 雅文 

エリアリーシング統括部  

東海・長野リーシング部長 

リーシング本部 既存店統括部 

東海・長野リーシング部長 
政次 義人 

エリアリーシング統括部  

近畿・北陸リーシング部長 

リーシング本部 既存店統括部 

近畿・北陸リーシング部長 
玉井 裕一 

エリアリーシング統括部  

中四国リーシング部長 

リーシング本部 既存店統括部 

中四国リーシング部長 
宮井 健次 

エリアリーシング統括部  

九州・沖縄リーシング部長 

リーシング本部 既存店統括部 

九州・沖縄リーシング部長 
吉本 直紀 

リーシング企画部長 
リーシング本部 リーシング企画統括部 

リーシング企画部長 
酒見 耕 
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【開発本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

開発企画統括部長 建設企画統括部長 辻本 守良 

開発企画統括部 建設部長 
建設企画統括部 建設部長  

兼 建設第１グループ 担当部長 
大鳥 公也 

開発企画統括部 建設企画部長 建設企画統括部 建設企画部長 渡邊 博史 

開発企画統括部 グローバル建設部長 

（ホーチミン駐在） 

アセアン本部 アセアン建設部長 

（ホーチミン駐在） 
髙橋 孝一 

開発企画統括部 第１開発企画部長 開発企画統括部 企画開発部長 瀬戸 章央 

開発企画統括部 第２開発企画部長 営業本部 営業統括部 既存店企画部長 税本 克也 

開発企画統括部 開発計画部長 開発本部 本部長付 木下 雅雄 

開発企画統括部 複合開発企画部長 開発企画統括部 複合開発推進部長 西川 貴子 

開発企画統括部 新業態開発部長 開発企画統括部 新業態開発部長 平阪 英毅 

エリア開発統括部長 開発本部 副本部長 八木 眞 

エリア開発統括部 東北･北海道開発部長 東北・北海道開発部長 藤田 雅士 

エリア開発統括部 関東開発部長 関東開発部長 時田 洋暁 

エリア開発統括部 首都圏開発部長 首都圏開発部長 服部 俊郎 

エリア開発統括部 東海・長野開発部長 東海・長野開発部長 吉川 浩司 

エリア開発統括部 近畿・北陸開発部長 開発企画統括部 開発計画部長 山岸 努 

エリア開発統括部 西日本開発部長 西日本開発部長 小路 典次 

エリア開発統括部 不動産管理部長 不動産管理部長 加藤 寿 

エリア開発統括部 企業開発部長 企業開発部長 早津 浩嗣 

 

【財経本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

財経統括部 ＣＲＥ企画部長 
開発本部 開発企画統括部  

複合開発推進部 担当部長 
圓谷 孝司 
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【代表取締役直下】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

ＤＸ推進部長 管理本部 システム部長 加藤 拓也 

戦略部長 管理本部 経営企画部長 久富 圭介 

社長室長 管理本部 広報部長 宮入 貴子 

 

【管理本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

経営管理部長 管理本部 本部長付 岡 篤 

システム部長 

管理本部 システム部 営業システムグ

ループ 

マネージャー 

大嶽 浩志 
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＜中国＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

永旺夢楽城(中国)投資有限公司   

ＳＣｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ統括部長  

兼 ＳＣ運営統括部長 兼 ＣＳＲ推進部長 

永旺夢楽城(中国)投資有限公司  

SC ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ統括部長  

兼 ＳＣ運営統括部長                      

松本 孝義 

永旺夢楽城(中国)投資有限公司  

ＳＣ運営統括部 営業部長   

永旺夢楽城(中国)投資有限公司  

ＳＣ運営統括部 高級経理                     
趙 明 

 

＜ベトナム＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンモール タンフ―セラドン ＧＭ 
AEONMALL VIETNAM CO.,LTD.  

Assistant to General Director 
原田 義夫 

 


