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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・機構改革を行いますので、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】  

取締役専務執行役員 ＣＦＯ、経営企画、財務担

当、カード事業責任者、情報システム責任者 

専務取締役専務執行役員 経営企画、財務担当、

兼 カード事業、情報システム担当  

佐藤 元彦 

取締役常務執行役員 小売・店舗事業責任者 

兼 ㈱丸井取締役社長 

常務取締役常務執行役員 小売・店舗事業担当 

兼 ㈱丸井取締役社長 

中村 正雄 

 

取締役常務執行役員 ＣＳＲ推進、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 ＣＳＲ推進、不動産事業、建築

担当 兼 ㈱ムービング取締役社長 

若島 隆 

取締役常務執行役員 カード事業担当  

兼 ㈱エポスカード社長 

取締役執行役員 兼㈱エポスカード社長 瀧元 俊和 

取締役常務執行役員 健康経営推進最高責任者、

人事部長 兼 総務、健康推進担当 

取締役執行役員 人事部長 兼 監査、総務、

健康推進担当 

石井 友夫 

上席執行役員 兼㈱エイムクリエイツ取締役社長 ㈱エイムクリエイツ取締役社長 猪野 明 

取締役上席執行役員 監査担当、情報システム担

当 兼 ㈱エムアンドシーシステム取締役社長 

取締役執行役員 兼㈱エムアンドシーシステム取

締役社長 

布施 成章 

取締役上席執行役員 小売・店舗事業担当  

兼 ㈱丸井専務取締役シューズ事業本部長 

取締役執行役員 兼 ㈱丸井常務取締役専門店

事業本部長 兼シューズ事業部長 

佐々木 一 

執行役員 ㈱丸井常務取締役店舗事業本部長  

兼 店舗プロデュース部長 

執行役員 ㈱丸井取締役店舗事業本部長  

兼 店舗プランニング部長 

青野 真博 

執行役員 ㈱エポスカード常務取締役営業本部長 執行役員 ㈱エポスカード取締役営業本部長 斉藤 義則 

執行役員 経営企画部長 経営企画部長 加藤 浩嗣 

執行役員 ㈱丸井取締役Ｗｅｂ事業本部長  ㈱丸井取締役Ｗｅｂ事業本部長  伊賀山 真行 

執行役員 ㈱丸井取締役マルイファミリー志木店長 中野マルイ店長 津田 純子 
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㈱ムービング理事 執行役員 ㈱丸井専務取締役北千住マルイ店長 浅田 恭平 

［部長級］ 

【新 職】 【旧 職】  

ＣＳＲ推進部長  戸井田 敦子 

みらい研究所所長 兼㈱丸井営業企画部長 ㈱丸井営業企画部長 新津 達夫 

●機構改革 

・ みらい研究所を新設する 

 

【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 ㈱丸井グループ取締役常務執行

役員 小売・店舗事業責任者 

取締役社長 兼 ㈱丸井グループ常務取締役

常務執行役員 小売・店舗事業担当  

中村 正雄 

専務取締役シューズ事業本部長 兼 ㈱丸井グル

ープ上席執行役員 小売・店舗事業担当 

常務取締役専門店事業本部長 兼シューズ事業

部長 兼 ㈱丸井グループ取締役執行役員 

佐々木 一 

常務取締役店舗事業本部長 兼 店舗プロデュー

ス部長 兼 ㈱丸井グループ執行役員 

取締役店舗事業本部長 兼 店舗プランニング部

長 兼 ㈱丸井グループ執行役員 

青野 真博 

取締役北千住マルイ店長 取締役有楽町マルイ店長 星 久雄 

取締役専門店事業本部長 新宿マルイ本館店長 鈴木 伸和  

取締役Ｗｅｂ事業本部長 兼㈱丸井グループ執行

役員 

取締役Ｗｅｂ事業本部長 伊賀山 真行 

取締役マルイファミリー志木店長 兼㈱丸井グルー

プ執行役員 

中野マルイ店長 津田 純子 

㈱ムービング理事 専務取締役北千住マルイ店長 兼㈱丸井グルー

プ執行役員 

浅田 恭平 

［部長級］ 

〈本 社〉 

【新 職】 【旧 職】  

店舗事業本部店舗企画・営業部長 店舗事業本部第１営業部長 中澤 勝 

営業企画部長 兼 ㈱丸井グループみらい研究所

所長 

営業企画部長 新津 達夫 
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〈営業店〉 

【新 職】 【旧 職】  

有楽町マルイ店長 錦糸町店店長 細田 岳 

マルイシティ横浜店長 町田マルイ店長 近藤 正美 

新宿マルイ本館店長 マルイファミリー志木店長 竹内 篤 

マルイファミリー溝口店長 上野マルイ店長 新開 卓也 

上野マルイ店長 静岡店店長 津野 三千代 

錦糸町店店長 柏店店長 伊藤 直樹 

マルイファミリー海老名店長 新宿マルイアネックス店長 世継 智昭 

神戸マルイ店長  渡辺 隆仁 

町田マルイ店長 吉祥寺店店長 浜田 泰広 

柏店店長  西浦 陽一 

静岡店店長  小倉 宏行 

新宿マルイアネックス店長  青木 正久 

京都マルイ店長  青木 亮太 

吉祥寺店店長 京都マルイ店長 宮田 隆 

中野マルイ店長  星野 真 

●機構改革 

・ 専門店事業本部シューズ事業部をシューズ事業本部として独立させる 

・ 店舗事業本部店舗プランニング部を店舗プロデュース部に改称する 

・ 店舗事業本部第１営業部と第２営業部の統合、店舗プランニング部の一部業務移管により、店舗企画・営業部 

として再編する 

 

【丸井グループ関連会社 役員・部長】 

【発令日】 ４月1 日 

［取締役・監査役］ 

【新 職】 【旧 職】  

㈱エポスカード取締役社長 兼 ㈱丸井グループ

取締役常務執行役員 カード事業担当 

㈱エポスカード取締役社長 兼 ㈱丸井グループ

取締役執行役員 

瀧元 俊和 

㈱エポスカード常務取締役営業本部長 兼 ㈱丸

井グループ執行役員 

㈱エポスカード取締役営業本部長 兼 丸井グル

ープ執行役員 

斉藤 義則 
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㈱エポスカード取締役営業本部提携事業部長 ㈱丸井グループ CSR 推進部長 瓦 美雪 

㈱エイムクリエイツ取締役社長 兼㈱丸井グループ

上席執行役員 

㈱エイムクリエイツ取締役社長 猪野 明 

㈱エイムクリエイツ常務取締役商業・広告事業本部

長 

㈱エイムクリエイツ取締役商業・広告事業本部長 小山田 薫 

㈱エイムクリエイツ取締役空間プロデュース事業本

部長 

㈱丸井マルイシティ横浜店長 渡辺 研二 

㈱エイムクリエイツ取締役空間プロデュース事業本

部副本部長 兼 開発・リーシング統括部長 

㈱エイムクリエイツ取締役空間プロデュース事業

本部副本部長 兼 開発・プランニング統括部長 

三雲 和彦 

㈱エイムクリエイツ監査役 北千住都市開発㈱取締役社長 宮坂 和宏 

㈱ムービング取締役社長 兼㈱丸井グループ取締

役常務執行役員 ＣＳＲ推進、不動産事業、建築担

当 

㈱ムービング取締役社長 兼㈱丸井グループ取

締役執行役員 ＣＳＲ推進、不動産事業、建築担

当 

若島 隆 

㈱ムービング常務取締役 兼 ソリューション事業

本部長 

㈱ムービング取締役ソリューション事業本部長 後藤 章 

㈱ムービング取締役人材開発・グループ物流本部

長 

 飯塚 水絵 

㈱ムービング監査役 ㈱エイムクリエイツ取締役空間プロデュース事業

本部長 

大矢 雅章 

㈱ムービング理事 ㈱丸井グループ執行役員 兼㈱丸井専務取締役

北千住マルイ店長 

浅田恭平 

㈱エムアンドシーシステム取締役社長 兼㈱丸井

グループ取締役上席執行役員 監査担当、情報シ

ステム担当 

㈱エムアンドシーシステム取締役社長 兼㈱丸井

グループ取締役執行役員 

布施 成章 

㈱エムアンドシーシステム取締役システム企画本

部長 

㈱丸井店舗事業本部第２営業部長 手塚 茂 

㈱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本

部長  

本多 弘昭 

㈱エムアンドシーシステム監査役 ㈱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 

高橋 純一 

㈱マルイファシリティーズ監査役 有楽町駅前開発㈱専務取締役 後藤 明夫 

北千住都市開発㈱取締役社長 ㈱丸井マルイファミリー溝口店長 齋藤 隆 

［部長級］ 

㈱エポスカード事業企画本部利用促進部長 ㈱エポスカード事業企画本部事業企画部長 猪口 紀明 

㈱エポスカード営業本部ホーム事業部長 ㈱エポスカード営業本部提携事業部長 齊藤 和宏 
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㈱エイムクリエイツ商業・広告事業本部副本部長 ㈱丸井マルイファミリー海老名店長 矢野 俊哉 

●機構改革 

・ ㈱エイムクリエイツ空間プロデュース事業本部の開発・プランニング統括部を開発・リーシング統括部に改称する 

・ ㈱ムービング企画本部を再編し、人材開発・グループ物流本部を新設する 

 

 

【発令日】 ４月上旬 

［取締役］ 

【新 職】 【旧 職】  

有楽町駅前開発㈱専務取締役 ㈱エポスカード営業本部ホーム事業部長 佐藤 徳之 

 

以 上    


