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２０１８年４月１日 

イオンタウン株式会社 

 

機構改革および人事異動について 

 

 当社は、下記のとおり機構改革および人事異動を実施しますのでご案内申し上げます。 

 

記 

 

●機構改革（４月１日付） 

[開発担当] 

（１） 開発担当役員直轄の未来研究プロジェクトを解消する。 

 

[ＳＣリーシング本部] 

（１） 関東リーシング部下の新店グループ及び既存店グループを解消し、その機能を関東リーシング部に

統合する。 

（２） ＳＣリーシング本部下に既存店特命グループを配置する。 

（３） ＳＣリーシング本部下にリーシング推進部を配置する。 

（４） ＳＣリーシング本部下の西日本リーシング統括部を解消し、西日本リーシング統括部下の西日本リ

ーシング部及び九州リーシング部をＳＣリーシング本部下に移管する。 

 

[営業本部 東北事業部] 

（１） 東北事業部下の営業管理部を営業統括部に改称する。 

（２） 東北事業部下の東北運営部を分割し、北東北運営部および南東北運営部を配置する。 

①北東北運営部下に、東北運営部下の青森エリア、秋田エリア及び岩手エリアを移管する。 

②南東北運営部下に、東北運営部下の仙台エリア、北宮城エリア及び南宮城・福島・山形エリアを 

 移管する。 

 

[営業本部 関東事業部] 

（１） 関東事業部下の営業管理部を営業統括部に改称する。 

 

[営業本部 中部事業部] 

（１） 中部事業部下の営業管理部を営業統括部に改称する。 

 

[営業本部 西日本事業部] 

（１） 西日本事業部下の営業管理部を営業統括部に改称する。 

（２） 西日本事業部下の近畿・四国運営部及び中国・九州運営部を再編し、近畿運営部、中国・四国運営

部及び九州運営部を配置する。 

①近畿運営部下に、近畿・四国運営部下の滋賀エリア、北近畿エリア、南近畿エリア、奈良エリア 

及び兵庫エリアをに移管する。 

②中国・四国運営部下に、近畿・四国運営部下の四国エリア及び中国・九州運営部下の山口エリア 

を移管し、中国エリアを配置する。 
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③九州運営部下に、北九州エリア・南九州エリアを配置する。 

（３） 中国・九州運営部下の中国・東九州エリア及び西九州エリアを再編し、中国エリア、北九州エリア

及び南九州エリアを配置する。 

①中国エリア下に、中国・東九州エリア下のイオンタウン大田及びイオンタウン和気を移管する。 

②北九州エリア下に、中国・東九州エリア下のイオンタウン豊後高田ならびに西九州エリア下のイ 

オンタウン長与及びイオンタウン早岐を移管する。 

③南九州エリア下に、中国・東九州エリア下のイオンタウン日向ならびに西九州エリア下のイオン

タウン荒尾、イオンタウン田崎及びイオンタウン西熊本を移管する。 

 

[管理本部] 

（１） 管理本部下に総務統括部を配置し、総務部、契約管理部及び施設管理部を統括する。 

（２） 総務部下の契約管理グループを契約管理部に改組し、総務統括部下に配置する。 

（３） 総務部下の施設管理グループを施設管理部に改組し、総務統括部下に配置する。 

（４） 管理本部下に戦略室を配置する。 

（５） 管理本部下に社会貢献・保育園事業グループを配置する。 

（６） 総合企画部を解消し、社会貢献機能及び保育園事業機能を管理本部下の社会貢献・保育園事業グル

ープに、事業戦略機能、広報機能、秘書機能及びその他の機能を戦略室に、それぞれ移管する。 

（７） 管理本部下にアクアイグニス多気プロジェクトチームを配置する。 

（８） 管理本部下のダイバーシティプロジェクトをダイバーシティ推進チームに改称する。 

 

●役員人事（４月１日付） 

[営業本部] 

新職 現職 役位 氏名 

営業本部長 営業本部長 兼 営業企画部長 取締役 田代 素久 

 

[財経本部] 

新職 現職 役位 氏名 

財経本部長 財経本部長 兼 財務経理部長 取締役 小野寺 芳郎 

 

●一般人事（４月１日付） 

[ＳＣリーシング本部] 

新職 現職 氏名 

関東リーシング部長 
関東リーシング部 

新店グループ統括マネジャー 
上関 昭彦 

中部リーシング部長 関東リーシング部長 岸田 光弘 

西日本リーシング部長 
西日本リーシング統括部 

西日本リーシング部統括マネジャー 
岡本 恒明 

九州リーシング部長 
西日本リーシング統括部 

九州リーシング部長 
山本 剛 



- 3 - 

 

新職 現職 氏名 

既存店特命グループ担当部長 中部リーシング部長 喜多 直哉 

リーシング推進部長 
関東リーシング部 

新店グループマネジャー 
貫 晋介 

リーシング推進部担当部長 リーシング推進担当部長 酒井 英典 

ＳＣリーシング本部長付 
西日本リーシング統括部長 

兼 西日本リーシング部長 
野口 幸男 

 

[営業本部] 

新職 現職 氏名 

営業企画部長 東北事業部 営業管理部長 横矢 孝治 

 

[営業本部 東北事業部] 

新職 現職 氏名 

営業統括部長 
関東事業部 イオンタウンユーカリが丘 

モールマネジャー 
及川 和之 

北東北運営部長 東北運営部長 小林 典彰 

南東北運営部長 イオンタウン佐沼モールマネジャー 渡邊 朋子 

イオンタウン佐沼モールマネジャー 
中部事業部 

イオンタウン千種モールマネジャー 
石鉢 秀樹 

 

[営業本部 関東事業部] 

新職 現職 氏名 

営業統括部長 営業管理部長 松下 直生 

イオンタウン上里モールマネジャー 関東運営部 栃木エリアマネジャー 横田 豊昭 

イオンタウンおゆみ野モールマネジャー 
ＳＣリーシング本部 関東リーシング部 

既存店グループ統括マネジャー 
小田桐 誠 

イオンタウンユーカリが丘 

モールマネジャー 
イオンタウン上里モールマネジャー 井口 博樹 

 

[営業本部 中部事業部] 

新職 現職 氏名 

営業統括部長 営業管理部長 菅原 朗 
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新職 現職 氏名 

東海運営部長 イオンタウン津城山モールマネジャー 天野 賢治 

イオンタウン有松モールマネジャー 
西日本事業部 近畿・四国運営部 

北近畿エリアマネジャー 
高山 賢市 

イオンタウン千種モールマネジャー 
関東事業部 

イオンタウンおゆみ野モールマネジャー 
船井 正典 

イオンタウン津城山モールマネジャー 
イオンタウン伊勢ララパーク 

モールマネジャー 
野嶋 孝洋 

イオンタウン伊勢ララパーク 

モールマネジャー 

西日本事業部 

イオンタウン防府モールマネジャー 
渡島 真二 

 

[営業本部 西日本事業部] 

新職 現職 氏名 

営業統括部長 営業管理部長 北村 裕之 

近畿運営部長 近畿・四国運営部長 小島 正行 

中国・四国運営部長 

兼 中国エリアマネジャー 

兼 山口エリアマネジャー 

イオンタウン姶良モールマネジャー 田ノ上 和男 

九州運営部長 中国・九州運営部長 下笠 真介 

イオンタウン姫路モールマネジャー イオンタウン有松モールマネジャー 金田 睦彦 

イオンタウン防府モールマネジャー 
中国・九州運営部 

山口エリアマネジャー 
富岡 恵里 

イオンタウン黒崎モールマネジャー イオンタウン姶良マネジャー 白石 聖治 

イオンタウン姶良モールマネジャー イオンタウン黒崎モールマネジャー 鍋島 昌樹 

 

[財経本部] 

新職 現職 氏名 

財務経理部長 財務経理部 財務グループマネジャー 高瀬 政則 

 

[管理本部] 

新職 現職 氏名 

総務統括部長 兼 総務部長 総務部長 小西 正浩 
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新職 現職 氏名 

総務統括部 契約管理部長 総務部 契約管理グループマネジャー 徳田 三郎 

総務統括部 施設管理部長 総務部 施設管理グループマネジャー 渡部 丈二 

戦略室長 総合企画部長 新妻 貴 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問合せ先】 

イオンタウン株式会社 管理本部 人事教育部 住田
す み だ

、横井
よ こ い

 TEL０４３－２１２－６３６５ 

 


