
 

 

２０２２年３月１８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＞ 

【ＣＸ創造本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

西近畿事業部長 
PT AEONMALL INDONESIA  

President Director 
礒部 大将 

営業統括部 営業企画部長 
営業統括部 営業企画部  

営業企画グループ マネージャー 
式地 忍 

イオンモール旭川駅前 ＧＭ 株式会社ＯＰＡ  太田 由布樹 

イオンモール盛岡 ＧＭ イオンモール宮崎 ＧＭ 大北 和史 

イオンモール新利府 南館 ＧＭ イオンモール船橋 ＧＭ 尾上 雅博 

イオンモール石巻 ＧＭ イオンモール大垣 ＧＭ 梶本 忠 

イオンモール大曲 ＧＭ イオンモール盛岡 ＧＭ 居城 三佳子 

イオンモール下妻 ＧＭ 
永旺夢楽城（広東）商業管理有限公司  

リーシング部長 
朝増 浩之 

イオンモール太田ＧＭ イオンモール高崎 営業マネージャー 吉田 朋 

イオンモール川口前川 ＧＭ 

広島段原ショッピングセンター ＧＭ  

兼 中四国事業部 営業サポートグループ 

マネージャー 

阿蔵 美鈴 

イオンモール羽生 ＧＭ イオンモール セントゥールシティ ＧＭ               内藤 嘉晃 

イオンモール春日部 ＧＭ イオンモール大和 ＧＭ 大和田 誠治 

 



＜日 本＞ 

【ＣＸ創造本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

イオンモール上尾 ＧＭ イオンモール川口前川 ＧＭ 藤居 真洋 

イオンモール八千代緑が丘 ＧＭ イオンモール久御山 ＧＭ 長濱 正人 

イオンモール柏 ＧＭ イオンモール大曲 ＧＭ 松本 中 

イオンモール船橋 ＧＭ イオンモール筑紫野 ＧＭ 藤本 啓一 

イオンモール大和 ＧＭ イオンモール出雲 ＧＭ 杉﨑 滋哉 

イオンモール新小松 ＧＭ イオンモール徳島 ＧＭ 志賀 幸紀 

イオンモール松本 ＧＭ イオンモール上尾 ＧＭ 鮫島 満 

イオンモール佐久平 ＧＭ 
イオンモールかほく  

オペレーションマネージャー 
師 啓介 

（仮称）イオンモール須坂 ＧＭ イオンモール岡崎 ＧＭ 岡本 隆之 

イオンモール大垣 ＧＭ 
エリアリーシング統括部  

東海・長野リーシング部 担当部長 
谷口 武志 

イオンモール岡崎 ＧＭ 
永旺夢楽城（山東）商業管理有限公司 

総経理 
佐々木 清博 

イオンモール久御山 ＧＭ 
東近畿事業部 営業サポートグループ 

マネージャー 
中西 博美 

イオンモール堺鉄砲町 ＧＭ イオンモール茨木 ＧＭ 上見 益弘 

イオンモール茨木 ＧＭ イオンモール直方 ＧＭ 眞瀨 達也 

イオンモール姫路リバーシティー ＧＭ イオンモール旭川駅前 ＧＭ 岩出 智行 

イオンモール奈良登美ヶ丘 ＧＭ イオンモール堺鉄砲町 ＧＭ 小林 祐孝 

イオンモール和歌山 ＧＭ イオンモール津田沼 ＧＭ 大平 嘉子 

イオンモール広島祇園 ＧＭ 人事統括部 教育部長 長谷川 文香 

 



＜日 本＞ 

【ＣＸ創造本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

広島段原ショッピングセンター ＧＭ  

兼 中四国事業部 営業サポートグループ  

マネージャー 

イオンモール新利府 南館 ＧＭ 大石 幸治 

イオンモール広島府中 ＧＭ イオンモール松本 ＧＭ 阿部 憲一 

イオンモール徳島 ＧＭ イオンモール新小松 ＧＭ 田中 和夫 

イオンモール綾川 ＧＭ 
イオン藤井寺ショッピングセンター 

営業マネージャー 
伊東 昭 

イオンモール直方 ＧＭ イオンモール姫路リバーシティー ＧＭ 柴田 新吾 

イオンモール筑紫野 ＧＭ イオンモール広島府中 ＧＭ 野口 誠 

イオンモール宇城 ＧＭ 
営業統括部 営業企画部  

インバウンド推進グループ 担当部長 
麻柄 幸嗣 

イオンモール宮崎 ＧＭ 営業統括部 営業企画部長 鈴木 康司 

ハウジング事業推進部長 ハウジング事業推進部 担当部長 河野 廣政 

 

【開発本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

エリア開発統括部長 エリア開発統括部長 兼 企業開発部長 八木 眞 

開発企画統括部 建設部長 兼  

グローバル建設部長 
開発企画統括部 建設部長 大鳥 公也 

開発企画統括部 開発計画部長 開発本部 本部長付 山下 滋 

エリア開発統括部 東海・長野開発部長 エリア開発統括部 関東開発部 担当部長 鈴木 伸年 

エリア開発統括部 西日本開発部長 エリア開発統括部 東海・長野開発部長 吉川 浩司 

エリア開発統括部 企業開発部長 エリア開発統括部 西日本開発部長 小路 典次 

 

【管理本部】 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

人事統括部 教育部長 イオンモール広島祇園 ＧＭ 岡本 章世 



＜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 兼 江蘇省開発部長  
兼 ＳＣオペレーションサポート部長 

永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司 

総経理 
大矢 憲和 

永旺夢楽城(広東)商業管理有限公司  

総経理 兼 管理部長 

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 
兼 ＳＣ運営統括部長 兼 ＣＳＲ推進部長 

松本 孝義 

永旺夢楽城（山東）商業管理有限公司 

総経理 
イオンモール広州金沙 ＧＭ 佐藤 規正 

永旺夢楽城（中国）商業管理有限公司 
総経理 兼 リーシング部長 
兼 ＳＣオペレーションサポート部長 
兼 営業部長 兼 イオンモール天津梅江 ＧＭ 

永旺夢楽城(中国)商業管理有限公司 

総経理 兼 リーシング部長 
小泉 博典 

永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司  

リーシング部長 

永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司  

リーシング副部長 
政次 義人 

イオンモール常熟新区 ＧＭ イオンモール太田 ＧＭ 中川 俊也 

永旺夢楽城（広東）商業管理有限公司  

リーシング部長 

永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司  

リーシング部長 
金丸 尚史 

イオンモール広州金沙 ＧＭ 
永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

ＳＣ運営統括部 営業部長 
趙 明 

イオンモール武漢経開 ＧＭ  イオンモール福岡 ＧＭ付 茅島 義秀 

（仮称）イオンモール武漢江夏 ＧＭ 
イオンモール武漢経開 ＧＭ  

兼 （仮称）イオンモール武漢江夏 ＧＭ 
能島 拓也 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

建設統括部長 兼 建設部長（広東エリア担当） 

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（中国）投資有限公司 
ＳＣ運営統括部長  
兼 ＳＣオペレーションサポート統括部長 
兼 営業部長 兼 ＣＳＲ推進部長 

イオンモール天津津南 ＧＭ 
兼 永旺夢楽城(中国)商業管理有限公司 
ＳＣオペレーションサポート部長 兼 
営業部長 

福本 義勝 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司                   

経営企画室長 
ＣＸ創造本部 ハウジング事業推進部長 中根 健 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

開発統括部 企画開発部長 

永旺夢楽城(中国)投資有限公司 

経営企画室長 兼 開発統括部 企画開発部長 
能村 和也 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

建設統括部 建設部長（湖南エリア担当） 

永旺夢楽城(中国)投資有限公司  

建設統括部 建設部長（広東･湖南エリア担当）  
鈴木 啓一 



＜ベトナム＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

Corporate Management Division Senior 

General Manager  

Corporate Management Division Senior 

General Manager  

兼 General Affairs Department 

General Manager 

永妻 弘行 

Corporate Management Division  

General Affairs Department General 

Manager 

管理本部 法務部 マネージャー 堀 真太郎 

Construction Division Senior General 

Manager  

兼 South Area Construction Department 

General Manager 

開発企画統括部  

グローバル建設部長（ホーチミン駐在） 
髙橋 孝一 

Development Division 

Project Planning & Development 

Department General Manager 

Development Division 

Development Planning Department 

Senior Manager 

澁谷 勇多 

Construction Division  

North Area Construction Department 

General Manager 

Construction Division  

General Manager 
堀 伸禎 

Mall Management Division 

North Mall Management Department  

Senior General Manager 

イオンモール ロンビエン ＧＭ 楢原 琢馬 

Mall Management Division Director  

兼 South Mall Management Department  

Senior General Manager 

Assistant to General Director 藤本 康久 

イオンモール ハイフォンレチャン ＧＭ イオンモール千葉ニュータウン ＧＭ付 乾 真一郎 



＜インドネシア＞ 

【新職】 【旧職】 【氏名】 

President Director Vice President Director 岡田 貴 

Operation Department  

General Manager 

New Business Development Department 

General Manager 兼 Operation 

Department General Manager 

朱 恒常 

New Business Development Department 

General Manager 
イオンモール タンジュン バラット ＧＭ 瀬野 幸一郎 

Development Department  General 

Manager 
エリア開発統括部 企業開発部 担当 中村 哲士 

イオンモールＢＳＤ ＣＩＴＹ ＧＭ 
イオンレイクタウンmori 営業マネージャー 

兼 インバウンド推進リーダー 
木城 裕昭 

イオンモール ジャカルタガーデンシティ ＧＭ Assistant to President Director 北田 孝次 

イオンモール セントゥールシティ ＧＭ イオンモール幕張新都心 ＧＭ付 赤穂 隆之 

（仮称）イオンモール デルタマス ＧＭ イオンモール ジャカルタガーデンシティ ＧＭ 羽尾 京士 

 

 

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   社長室 広報グループ  ＴＥＬ:０４３－２１２－６７３３ 


