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2023年３月 22日 

各 位 

会 社 名 イオンモール株式会社 

（コード番号：8905 東証プライム市場） 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 村 康 次 

問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 岡 本 正 彦 

電 話 番 号 ０４３ － ２１２ － ６７３３   

 

機構改革および役員人事、一般人事に関するお知らせ 

  

当社は、2023 年２月 20 日開催の取締役会において執行役員制度の導入、本日開催の取締役会において、

第 112 期定時株主総会（2023 年５月 17 日開催予定）に付議する取締役、監査役候補者を決定いたしましたの

でお知らせいたします。 

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）を策定し、「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、ＥＳＧ視点に基づく経営による社会的価値と経済的価値の創出を通じて、

地域社会とともに持続的な成長に取り組んできました。 

2024 年２月期（2023 年度）は、「2025 年にめざす姿」の実現に向けて総仕上げとなる新たな中期経営計画

（2023～2025）の初年度であり、さらなる持続的な成長へと結びつけていくため、経営の効率化および意思決定

の迅速化を目的とした機構改革を実施いたします。 

記 

1. 執行役員制度の導入 

(1) 執行役員制度の目的 

経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離し明確化することで経営の機動性を高め、

コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、次世代の経営人材育成を目的として、執行役員制度

を導入いたします。 

(2) 執行役員制度の概要 

① 執行役員の選解任は、取締役会にて決定することとし、委任型執行役員とする。 

② 執行役員は、取締役会が決議した会社の決定方針に従い、その監督のもと業務を執行する。 

③ 取締役は執行役員を兼務することができるものとする。 

④ 執行役員の任期は１年とし、再任を妨げないものとする。 

(2) 執行役員制度の導入日 

２０２３年 5月 21日 

 

２．機構改革 

（１） 機構改革の目的 

① 国内外のモールは、地域・エリア毎の戦略を迅速に実行しリージョナルシフトの推進を図る。モールの

機能拡充や地域のステークホルダーとの共創、地域のウェルネスプラットフォームの実現などを通じて

地域毎の課題解決に貢献し、新たな来店動機を創出する。 

② 国内モール単一の利益創出ではなく、商業施設の枠組みを超えたオフィスや住宅、ホテルなど他アセ

ットとの複合開発、OPA 事業の再生を含めた都市型 SC 開発、RSC と差別化した新たな事業モデルの

出店など複数の事業からなるポートフォリオの構築を早期に図る。 

③ 全国に拠点を持つ当社の資産や顧客データを活かし、既存事業の枠組みにとらわれない事業パート

ナー企業と新たな価値を提供するビジネスモデルの創出、事業化のスピードを上げて実現する。 

④ 脱炭素社会、循環型社会など GX 推進への取り組みを加速する。社会課題を事業機会に変え、真の

サスティナブル企業としてステークホルダーに対して経済価値、社会価値、環境価値を創出する。 
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（２） 機構改革の内容 

①経営の監督と業務執行は分離し、取締役は現在の業務執行権限を原則執行役員へ委譲し、中長期的な

戦略・方針の推進責任者として監督に専念する。 

②本部制は廃止し、ビジネスユニット制を導入、ユニット毎にＣＸ創造担当、開発担当、財経担当、管理担当

海外事業担当を置く。なお、海外事業担当については、代表取締役社長が兼務する。 

③各担当下の執行役員は業務執行の役割と責任を明確化し、迅速かつ果敢な意思決定と業務執行を行う。 
 

【海外事業ユニット】 

成長性の高いエリアへの出店を加速し、50モール体制を早期に実現するため、以下の通り実施します。 

・海外事業担当下に中国事業、アセアン各国の事業会社、海外事業推進部を置き、中国事業責任者を執行

役員として配置する。 
 

【CX創造ユニット】 

エリア毎の戦略や抱える課題、ニーズにより迅速に対応し、リージョナルシフトを推進するため、以下の通り 

実施します。 

・CX 創造担当下に東日本支社、中日本支社、西日本支社、営業統括部、デジタル推進統括部、新規リーシ

ング統括部を置き、各々の業務執行責任者として執行役員を配置する。 

・営業統括部下に、営業推進部、販売促進部、オペレーションサポート部、営業管理部、同友店統括部、ハウ

ジング推進事業を置き、これらを統括する。 

・マーケティング統括部をデジタル推進統括部に改称する。デジタル推進統括部下に、デジタルマーケティン

グ部、デジタルコミュニケーション部、デジタル推進部を置き、これらを統括する。 

・新規リーシング統括部下に、第１～第３リーシング部、新規テナント共創部、リーシング計画部を置き、これら

を統括する。 

・エリアリーシング統括部を廃止し、各支社下に各エリアリーシング部を移管する。 
 

【開発ユニット】 

複合開発やオープン型ＮＳＣなど新たな価値創造開発モデルを推進するため、以下の通り実施します。 

・開発担当下に開発企画統括部、エリア開発統括部を置き、各々業務執行責任者として執行役員を配置す

る。 

・開発企画統括部下に、企画設計部を新設するとともに、第 1 開発企画部、第 2 開発企画部を複合開発部と

して統合する。その他、開発計画部、新業態開発部、建設部、建設企画部を置き、これらを統括する。 

・開発企画統括部下のグローバル建設部および、エリア開発統括部下の、不動産管理部を廃止し、その機能

を開発計画部下へ移管する。 
 

【財経ユニット】 

成長を支えるファイナンスミックスを推進するため、以下の通り実施します。 

・財経担当下の財経統括部に業務執行責任者として執行役員を配置する。 
 

【管理ユニット】 

リスク・コンプライアンスへの備え、ダイバーシティを推進するため、以下の通り実施します。 

・管理担当下に、人事統括部の他、管理統括部を新設し、各々業務執行責任者として執行役員を配置する。 

・管理統括部下に、総務部、法務部、コンプライアンス部、システム部、経営管理部を置き、これらを統括する。 

・人事統括部下の、教育部を改称し、採用・育成部とする。 
 

【戦略ユニット】 

新たな「価値創造事業モデル」の創出、GXを推進するため、以下の通り実施します。 

・社長直下の DX推進部を、ビジネスイノベーション推進部に改称する。 

・地域サステナビリティ推進室を開発本部下から社長直下に移管する。 
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３．役員人事 

（１）役員の異動について（2023年４月１日付） 

新職 現職 氏名 

常務取締役 特命担当 常務取締役 開発本部長 佐藤 久之 

取締役(非常勤)  取締役 マーケティング統括部長 伴井 明子 

※伴井 明子氏は、2023年３月１日付でイオン株式会社 GX担当 責任者に就任しております。 

 

（２）取締役候補者・監査役候補者の選任について 

【取締役候補者】 

 新職 現職 氏名 

重任 
代表取締役社長 兼  

海外事業担当 

代表取締役社長 兼 

海外事業推進本部長 
岩村 康次 

重任 
専務取締役  

CX創造担当 
専務取締役 CX創造本部長 藤木 光広 

重任 常務取締役 管理担当 常務取締役 管理本部長 岡本 正彦 

重任 常務取締役 財経担当 常務取締役 財経本部長 横山 宏 

新任 取締役 開発担当 中四国事業部長 南 愼一郎 

重任 取締役相談役 取締役相談役 岡田 元也 

重任 社外取締役 社外取締役 腰塚 國博 

重任 社外取締役 社外取締役 榎本 知佐 

重任 社外取締役 社外取締役 黒﨑 裕伸 

重任 社外取締役 社外取締役 大和田 順子 

重任 社外取締役 社外取締役 滝 順子 

※候補者 11名は、2023年５月 17日開催予定の当社第 112期定時株主総会および取締役会決議を経て就

任予定です。 

※腰塚 國博氏、榎本 知佐氏、黒﨑 裕伸氏、大和田 順子氏、滝 順子氏は、会社法上の社外取締役であ

り、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に該当いたします。 

 

【監査役候補者】 

 新職 現職 氏名 

新任 常勤監査役  青山 和弘 

重任 社外監査役 社外監査役 鳥居 江美 

新任 社外監査役  田邊 るみ子 

重任 監査役 監査役 西松 正人 

※候補者４名は、2023年５月 17日開催予定の当社第 112期定時株主総会および取締役会決議を経て就任

予定です。 

※青山 和弘氏は、会社法上の社外監査役です。 

※鳥居 江美氏、田邊 るみ子氏は、会社法上の社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役

員に該当いたします。 
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【退任予定の取締役・監査役】 

現職 氏名 備考 

常務取締役 開発本部長 佐藤 久之  

取締役(非常勤)  伴井 明子  

取締役 中国事業責任者 橋本 達也 ５月 21日付で執行役員 中国事業責任者に就任予定 

常勤監査役 渡部 まき  

社外監査役 村松 高男  

 

【新任取締役候補者・新任監査役候補者の略歴】 

＜新任取締役候補者＞ 

氏   名 南 愼一郎（みなみ しんいちろう） 

生年月日 1974年８月 21日 

主な略歴  

2000年 ４月 当社 入社 

2013年 ６月 当社 中国本部 イオンモール湖北省 部長 

2015年 ６月 当社 永旺夢楽城(湖北)商業管理有限公司 武漢金銀潭 GM 

2016年 10月 永旺夢楽城(武漢)商業管理有限公司 武漢金橋 GM 

2018年 ５月 永旺夢楽城(湖北)商業管理有限公司 総経理 

2020年 10月 当社 営業本部 営業統括部 中四国事業部 事業部長（現任） 

 

＜新任監査役候補者＞ 

氏   名 青山 和弘（あおやま かずひろ） 

生年月日 1968年８月 20日 

主な略歴  

1991年 ４月 ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社） 入社 

2001年 12月 株式会社メガスポーツ 入社 

2007年 ５月 同社 商品部長 

2010年 ４月 同社 営業戦略部長 

2012年 ４月 イオンリテール株式会社 新業態ＰＴ 

2014年 ４月 イオン株式会社 グループ経営監査室 

2017年 11月 株式会社メガスポーツ 経営企画室長 

2020年 ４月 同社 業務推進本部長 兼 プロジェクト推進室長 

2020年 ５月 同社 取締役業務推進本部長 兼 プロジェクト推進室長 

2021年 ３月 同社 取締役業務推進本部長 

2021年 ５月 株式会社ジーフット 取締役商品・デジタル担当 

2022年 ４月 同社 取締役 兼 常務執行役員 営業・商品担当 

2022年 10月 同社 取締役 兼 常務執行役員 営業・ＥＣ担当（現任） 
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氏   名 田邊 るみ子（たなべ るみこ） 

生年月日 1969年 12月５日 

主な略歴  

1992年 ４月 監査法人朝日親和会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入社 

2003年 １月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 入社 

2006年 ３月 株式会社ファーストリテイリング 入社 

2007年 １月 ＨＯＹＡ株式会社 入社 

2014年 10月 同社 財務部長 

2020年 ６月 株式会社Ｆａｓｔ Fitness Japan 社外取締役（監査等委員長） 

2020年 ７月 田邊公認会計士事務所長（現任） 

2020年 ９月 テクノプロ・ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 

2020年 10月 クレジットエンジングループ株式会社 監査役(現任) 

 

 

【執行役員候補者】 

新役職名 現役職名 氏名 

執行役員 中国事業責任者 取締役 中国事業責任者 橋本 達也 

執行役員 東日本支社長 首都圏事業部長 武田 久和 

執行役員 中日本支社長 営業統括部長 山本 幸男 

執行役員 西日本支社長 西近畿事業部長 礒部 大将 

執行役員 営業統括部長 九州・沖縄事業部長 東 雅史 

執行役員 デジタル推進 

統括部長 兼デジタルコミュニケーション部長 
営業管理部長 松本 智幸 

執行役員 新規リーシング統括部長 新店第２リーシング部長 河内 絵美奈 

執行役員 開発企画統括部長 
イオンレイクタウン 

活性化推進 部長 
重松 雅人 

執行役員 エリア開発統括部長 東北・北海道開発部長 藤田 雅士 

執行役員 財経統括部長 財経統括部長 横井 栄一 

執行役員 管理統括部長 関東・新潟事業部長 山元 広美 

執行役員 人事統括部長 人事統括部長 井谷 光彦 
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４．一般人事（４月１日付） 

※略称「ＧＭ」はゼネラルマネージャー 

＜日 本＞ 

【海外事業ユニット】 

新職 現職 氏名 

海外事業推進部長 
海外事業推進統括部長 

兼 事業推進部長 
遠藤 史彦 

 

【CX創造ユニット】 

■東日本支社 

新職 現職 氏名 

東北・北海道事業部長 エリアリーシング統括部長  佐藤 俊夫 

東北・北海道リーシング部長 
エリアリーシング統括部 

関東・新潟リーシング部 担当部長 
菊田 秀晶 

北関東・甲信越事業部長 イオンモール川口前川 ＧＭ 阿蔵 美鈴 

首都圏事業部長 東近畿事業部長 清田 宏道 

東関東事業部長 千葉事業部長 木村 徹哉 

関東・甲信越リーシング部長 
エリアリーシング統括部  

関東・新潟リーシング部長 
鉾立 雅文 

 

■中日本支社 

新職 現職 氏名 

東海事業部長 イオンモール白山 ＧＭ 小寺 和也 

東海リーシング部長 
エリアリーシング統括部 

東海・長野リーシング部長 
松岡 秀樹 

東近畿事業部長 イオンモールりんくう泉南 ＧＭ 山菅 貴史 

近畿・北陸リーシング部長 
エリアリーシング統括部  

近畿・北陸リーシング部長 
玉井 裕一 

 

■西日本支社 

新職 現職 氏名 

西近畿事業部長 東北・北海道事業部長 秀方 純 

中四国事業部長 イオンモール岡山 ＧＭ 小野 大輔 

兵庫・中四国リーシング部長 
エリアリーシング統括部 

中四国リーシング部長 
宮井 健次 

九州・沖縄事業部長 イオンモール福岡 ＧＭ 首藤 隆弘 

九州･沖縄リーシング部長 
エリアリーシング統括部 

九州・沖縄リーシング部長 
吉本 直紀 
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 新職 現職 氏名 

 

 

東 

日 

本 

支 

社 

イオンモール盛岡南 ＧＭ イオンモール岡崎 営業マネージャー 山下 一平 

イオンモール佐野新都市 ＧＭ 
イオンモール宇城 

オペレーションマネージャー 
三浦 隆 

イオンモール高崎 ＧＭ 

永旺夢楽城（煙台）商業管理有限公司  

イオンモール煙台金沙灘 ＧＭ 兼  

永旺夢楽城（山東）商業管理有限公司 

運営部長 

能瀬 秀幸 

イオンモール川口前川 ＧＭ イオンモールとなみ ＧＭ 長尾 聡史 

イオンモール富津 ＧＭ 
イオンモール富津  

未来創造プロジェクト リーダー 
渡瀬 栄一 

イオンモール東久留米 ＧＭ イオンモール盛岡南 ＧＭ 加藤 敦 

聖蹟桜ヶ丘オーパ ＧＭ 
首都圏事業部 営業サポートグループ 

マネージャー 
西屋敷 隆彦 

湘南藤沢オーパ ＧＭ イオンモール浜松志都呂 ＧＭ 平間 賢一 

イオンレイクタウン事業推進 部長 開発企画統括部 開発計画部長 山下 滋 

 

中 

日 

本 

支 

社 

イオンモールとなみ ＧＭ 戦略部 戦略グループ マネージャー 竹内 章 

イオンモール白山 ＧＭ イオンモール富津 ＧＭ 岩濱 真也 

イオンモール浜松志都呂 ＧＭ 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD.  

Mall Management Division 

South Mall Management 

Department  

Binh Tan General Manager 

佐川 勉 

イオンモール鈴鹿 ＧＭ イオンモール河北燕郊 ＧＭ 兼松 晃 

イオンモールりんくう泉南 ＧＭ イオンモール高崎 ＧＭ 賴岡 成司 

イオンモール奈良登美ヶ丘 ＧＭ イオンモール倉敷 営業マネージャー 今井 武志 

 

西 

日 

本 

支 

社 

イオンモール岡山 ＧＭ 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD  

Mall Management Division Director  

兼 Central Mall Management 

Department  Senior General 

Manager 

藤本 康久 

イオンモール広島祇園 ＧＭ イオンモール東久留米 ＧＭ 中山 暁 

イオンモール福岡 ＧＭ イオンモール福津 ＧＭ 石山 修 

イオンモール福津 ＧＭ 
千葉事業部 営業サポートグループ 

マネージャー 
石飛 正展 
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■営業統括部 

新職 現職 氏名 

営業推進部長 

営業統括部 営業企画部長 兼 

インバウンド推進グループ 

マネージャー 

式地 忍 

販売促進部長 

マーケティング統括部 マーケティング

部 プロモーション・パートナーグループ 

マネージャー 

竹田 忍 

営業管理部長 
モール改革統括部 営業管理部  

出店契約管理グループ 担当部長  
城 昌也 

 

■デジタル推進統括部 

新職 現職 氏名 

デジタルマーケティング部長 
マーケティング統括部  

マーケティング部長  
佐久間 達也 

デジタル推進部長 
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 

 

■新規リーシング統括部 

新職 現職 氏名 

第１リーシング部長 
新店リーシング統括部  

新店第１リーシング部長 
前田 勝浩 

第２リーシング部長 
新店リーシング統括部 

海外リーシング部長 
八幡 めぐみ 

第３リーシング部長 
新店リーシング統括部 

新店第３リーシング部長 
内田 寧 

新規テナント共創部長 
新店リーシング統括部 

新規リーシング開発部長 
近藤 卓 

リーシング計画部長 ＣＸ創造本部 リーシング企画部長 酒見 耕 

 

【開発ユニット】 

■開発企画統括部 

新職 現職 氏名 

企画設計部長 開発企画統括部 第２開発企画部長 税本 克也 

複合開発部長 
エリア開発統括部 近畿・北陸開発部 

担当部長 
杉町 大輔 

開発計画部長 開発企画統括部 第１開発企画部長 瀬戸 章央 

建設部長 
永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

建設統括部 建設企画部長 
藤井 健 

建設計画部長 開発企画統括部 建設企画部長 佐藤 雅哉 

 

■エリア開発統括部 

新職 現職 氏名 

東北・北海道開発部長 
エリア開発統括部 東海・長野開発部 

担当部長 
清水 浩人 

関東・甲信越開発部長 エリア開発統括部 関東開発部長 時田 洋暁 

東海開発部長 エリア開発統括部 東海･長野開発部長 鈴木 伸年 

 



 9 

【財経ユニット】 

■財経統括部 

新職 現職 氏名 

財務部長 財経統括部 財務部 マネージャー 細井 研司 

ＣＲＥ推進部長 財経統括部 ＣＲＥ企画部長 圓谷 孝司 

 

【管理ユニット】 

■人事統括部 

新職 現職 氏名 

採用・育成部長 人事統括部 教育部長 岡本 章世 

 

【戦略ユニット】 

新職 現職 氏名 

ビジネスイノベーション推進部長 ＤＸ推進部長 加藤 拓也 

地域サステナビリティ推進室長 
開発本部  

地域サステナビリティ推進室長  
渡邊 博史 
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＜中国＞ 

新職 現職 氏名 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

ＳＣ運営統括部長 

兼 営業部長 兼 ＥＳＧ推進部長 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

ＳＣ運営統括部長 兼 営業部長  
福本 義勝 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司  

開発統括部 ＰＭ事業推進 リーダー 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

ＤＸ推進部長 
川口 宗良 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

リーシング統括部長  

兼 永旺夢楽城（湖北）商業管理有限公司 

リーシング部長 

兼 長沙夢楽城商業開発有限公司 

湖南省リーシング部長 

永旺夢楽城（湖北）商業管理有限公司 

リーシング部長 
山下 耕司 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

ＤＸ推進部長 

永旺夢楽城（中国）商業管理有限公司 

天津地区総監 兼 運営部長 
石野 秀樹 

永旺夢楽城(中国)投資有限公司 

経営監査部長 
経営監査部 マネージャー 藤森 剛 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

建設統括部 建設企画部長 

開発企画統括部 建設部 

第１グループ 担当部長 
林 貴光 

永旺夢楽城（中国）商業管理有限公司 

建設部長  

兼 永旺夢楽城（山東）商業管理有限公司 

建設部長 

永旺夢楽城（中国）投資有限公司 

建設統括部 建設部長 

（北京・天津エリア・山東エリア担当） 

清水 善弘 

永旺夢楽城（山東）商業管理有限公司 

総経理 兼 リーシング部長 

兼 運営部長 

永旺夢楽城（山東）商業管理有限公司 

総経理 
佐藤 規正 

永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司 

建設部長 

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） 

若山 賢三 

長沙夢楽城商業開発有限公司 

湖南省建設部長 

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） 

中島 康行 

 
 

＜ベトナム＞ 

新職 現職 氏名 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD.  

Mall Management Division 

Director 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD. 

Mall Management Division 

North Mall Management 

Department  

Senior General Manager 

楢原 琢馬 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD.  

Mall Management Division 

North Mall Management 

Department 

Senior General Manager 

兼 イオンモール ハドン ＧＭ 

イオンモール ハドン ＧＭ 都丸 圭輔 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD. 

Mall Management Division 

Central Mall Management 

Department 

 Senior General Manager 

兼 イオンモール フエ ＧＭ 

イオンモール フエ ＧＭ 岡田 正樹 

イオンモール ビンタン ＧＭ イオンモール タンフーセラドン ＧＭ 原田 義夫 
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＜ベトナム＞ 

新職 現職 氏名 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD.  

Mall Management Division  

South Mall Management 

Department 

Senior General Manager 

兼イオンモール タンフーセラドン 

ＧＭ 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD.  

Mall Management Division  

South Mall Management  

Department 

Senior General Manager 

文山 陽平 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD. 

Construction Division Senior 

General Manager  

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD. 

Construction Division Senior 

General Manager  

兼 South Area Construction 

Department General Manager 

髙橋 孝一 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD. 

Construction Division  

South Area Construction Department 

General Manager 

AEONMALL VIETNAM CO.,LTD. 

Construction Division  

South Area Construction Department 
Senior Manager 

北田 浩志 

 

＜インドネシア＞ 

新職 現職 氏名 

PT AEONMALL INDONESIA 

Mall Management Division 

General Manager 

PT AEONMALL INDONESIA  

Operation Department General 

 Manager 
朱 ハンサン 

PT AEONMALL INDONESIA 

Mall Management Division 

Operation Department General  

Manager 

PT AEONMALL INDONESIA  

New Business Development 

Department General Manager 
瀬野 幸一郎 

PT AEONMALL INDONESIA  

New Business Development 

Department General Manager 
人事統括部 人事部 人事部付 平田 香織 

 

＜カンボジア＞ 

新職 現職 氏名 

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD.  

Corporate Management Division 

Senior General Manager 

兼 Admin Department General Manager 

兼 AEON MALL(CAMBODIA)LOGI 

PLUS. CO.,LTD.  

Public Relation Senior General Manager  

兼 Logistics Department General 

Manager 

兼 Administrative Department 

General Manager 

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD.  

Administrative & Accounting 

 Department General Manager 

兼 AEON MALL(CAMBODIA)LOGI 

PLUS. CO.,LTD.  

Public Relation Senior General Manager 

兼 Logistics Department General  

Manager 

兼 Administrative Department 

General Manager 

須堯 一樹 

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD. 

Mall Management Division 

Senior General Manager  

兼 Sales&Marketing Department  

General Manager 

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD.  

イオンモール プノンペン ＧＭ 

兼 Marketing & Business Planning 

Department  

General Manager 

吉岡 悟 

AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD. 

Mall Management Division 

MD Planning Department 

General Manager 

イオンモール新居浜 営業マネージャー 益子 永嗣 

 


