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人事異動･機構改革のお知らせ 

 

下記のとおり、人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

                                  記 

 

【会社名】 丸井グループ 

【発令日】 ４月1日 

●人事異動 

［取締役・執行役員］ 

【新 職】 【旧 職】  

代表取締役専務専務執行役員 経営全般 代表取締役専務専務執行役員 兼 ㈱丸井取締

役社長 

川下 雄司 

常務取締役常務執行役員 財務、カード事業担

当 兼 ㈱エポスカード取締役社長 兼 ㈱ゼロ

ファースト取締役社長 

取締役執行役員 兼 ㈱エポスカード取締役社

長 兼 ㈱ゼロファースト取締役社長 

篠瀬 達也 

常務取締役常務執行役員 兼 ㈱丸井取締役社

長 

取締役執行役員経営企画部長 兼 ㈱ムービン

グ取締役社長 

中村 正雄 

取締役執行役員 不動産事業、建築担当 兼

㈱ムービング取締役社長 

取締役執行役員 兼 ㈱丸井常務取締役 兼 

店舗サポート部長 

若島 隆 

㈱エイムクリエイツ 取締役社長 

 ※北出氏はエイムクリエイツ社長に専任 

常務取締役常務執行役員 財務、不動産事業、

建築担当 兼 ㈱エイムクリエイツ取締役社長 

北出 恭次郎 

顧問 ㈱エムアールアイ債権回収取締役社長 菊地 良秀 

執行役員 兼 ㈱丸井常務取締役 兼 北千住

マルイ店長 

執行役員 兼 ㈱丸井取締役新宿マルイ本館店

長 兼 新店サポート担当 

浅田 恭平 

執行役員 兼 ㈱エポスカード常務取締役 兼

事業企画部長 

執行役員 兼 ㈱エポスカード取締役事業企画

部長 

瀧元 俊和 

執行役員 兼 ㈱エムアンドシーシステム常務取

締役 

㈱エムアンドシーシステム取締役営業システム

開発本部長 

布施 成章 

執行役員 経営企画部長 執行役員 兼 ㈱丸井Ｗｅｂ事業部長 小暮 芳明 

執行役員 兼 ㈱丸井取締役Ｗｅｂ事業部長 執行役員 財務部長 斉藤 義則 
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［部長級］ 

【新 職】 【旧 職】  

財務部長  村井 亮介 

 

 

【会社名】 丸 井 

【発令日】 ４月1日 

●人事異動 

［取締役］ 

【新 職】 【旧 職】  

取締役社長 兼 ㈱丸井グループ常務取締役

常務執行役員  

㈱丸井グループ取締役執行役員経営企画部長 

兼 ㈱ムービング取締役社長 

中村 正雄 

常務取締役 兼 北千住マルイ店長 兼 ㈱丸井

グループ執行役員 

取締役新宿マルイ本館店長 兼 新店サポート

担当 兼 ㈱丸井グループ執行役員 

浅田 恭平 

取締役 Ｗｅｂ事業部長 兼 ㈱丸井グループ執

行役員 

㈱丸井グループ執行役員財務部長 斉藤 義則 

取締役 店舗サポート部長 店舗プランニング部長 飯田 健 

取締役 事業推進部長 レディス事業部長 青野 真博 

 

［部長級］ 

〈本 社〉 

【新 職】 【旧 職】  

レディス事業部長 マルイファミリー志木店長 中澤 勝 

食品レストラン事業部長  水島 英明 

テナント・専門店事業部長  飯住 宗広 

〈営業店〉 

【新 職】 【旧 職】  

新宿マルイ本館店長 渋谷店店長 島崎 謙二 

渋谷店店長 新宿マルイアネックス店長 竹内 篤 

国分寺マルイ店長 食品レストラン事業部長 内海 秀典 

マルイシティ池袋店長 国分寺マルイ店長 神澤 典朗 
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マルイファミリー志木店長  近藤 正美 

柏店店長  津野 三千代 

川崎店店長  阿部 和美 

新宿マルイアネックス店長  石渡 政明 

●機構改革 

・ 店舗プランニング部を解消し、事業推進部を新設する 

 

 

【丸井グループ関連会社 役員・部長】 

（発令日：４月１日） 

【新 職】 【旧 職】  

㈱エムアールアイ債権回収 取締役社長 ㈱エムアンドシーシステム 常務取締役 角南 哲二 

㈱ムービング 取締役社長 兼 ㈱丸井グルー

プ取締役執行役員 不動産事業、建築担当 

㈱丸井グループ取締役執行役員 兼 ㈱丸井常

務取締役 兼店舗サポート部長 

若島 隆 

㈱エイムクリエイツ 専務取締役 ㈱エイムクリエイツ専務取締役 兼 開発本部長 猪野 明 

㈱エポスカード 常務取締役 兼 事業企画部長

兼 ㈱丸井グループ執行役員 

㈱エポスカード 取締役事業企画部長 兼 

㈱丸井グループ執行役員 

瀧元 俊和 

㈱エムアンドシーシステム 常務取締役 兼

㈱丸井グループ執行役員 

㈱エムアンドシーシステム 取締役営業システム

開発本部長 

布施 成章 

㈱マルイファシリティーズ 常務取締役 ㈱丸井 北千住マルイ店長 岩谷 善照 

㈱ムービング 常務取締役 ㈱マルイファシリティーズ 常務取締役 濱田 淳一 

㈱エイムクリエイツ 取締役クリエイティブ戦略室

長 

㈱エイムクリエイツ 取締役クリエイティブ本部長 石巻 大 

㈱エイムクリエイツ 取締役空間プロデュース事

業本部長 

㈱エイムクリエイツ 商業施設事業本部長 大矢 雅章 

㈱エイムクリエイツ 取締役商業施設事業本部長 ㈱丸井 テナント・専門店事業部長 小山田 薫 

㈱エムアンドシーシステム 取締役ストアシステ

ム開発本部長 

㈱エムアンドシーシステム 取締役システム企画

担当 

高橋 純一 

㈱エムアンドシーシステム 取締役顧客システム

開発本部長 

㈱エムアンドシーシステム 顧客システム開発本

部長 

本多 弘昭 

㈱エポスカード 監査役 ㈱エイムクリエイツ 取締役空間プロデュース事

業本部長 

丸山 重一 
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㈱マルイホームサービス 監査役  多田納 正紀 

有楽町駅前開発㈱ 専務取締役 ㈱ムービング 常務取締役 兼 物流センター統

括部長 

杉野 隆洋 

㈱志木都市開発 取締役事務局長 

 ※５月の定時株主総会で取締役に就任予定  

 野中 宏倫 

㈱エポスカード ホーム事業部長 ㈱エイムクリエイツ 開発本部副本部長 佐藤 徳之 

㈱エムアンドシーシステム システム企画本部長 ㈱丸井 マルイシティ池袋店長 芥川 厚 

㈱エムアンドシーシステム 営業システム開発本

部長 

㈱エムアンドシーシステム システム企画本部長 手塚 茂 

 

以 上    


