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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  ※役職名で社名の記載がないものは「㈱丸井グループ」の役職名です 

［取締役・執行役員］ 

【新 職】 【旧 職】  

取締役専務執行役員 ＣＨＯ、監査・総務・人事・健康

推進担当 兼㈱ムービング取締役社長 

取締役常務執行役員 健康経営推進最高責任

者、総務・人事・健康推進担当 兼㈱ムービング取

締役社長  

石井 友夫 

常務執行役員 ＣＩＯ、小売事業責任者 兼㈱エムア

ンドシーシステム取締役社長 

常務執行役員 小売事業責任者 兼㈱マルイホ

ームサービス取締役社長、㈱マルイホームサービ

ス管理取締役社長 

瀧元 俊和 

取締役上席執行役員 ＣＤＯ、ＩＲ部長 兼経営企画・

ＥＳＧ推進担当、㈱エムアンドシーシステム専務取締

役 

取締役上席執行役員 ＣＤＯ、ＩＲ部長 兼経営企

画・ＥＳＧ推進担当、㈱エムアンドシーシステム常

務取締役 

加藤 浩嗣 

執行役員 グループデザインセンター長、建築部長

兼㈱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、クリエイティブ統括部長 

執行役員 建築部長 兼㈱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、クリエイ

ティブ統括部長 

伊藤 優子 

執行役員 兼㈱丸井取締役マルイファミリー溝口店

長 

執行役員 新規事業推進部長 津田 純子 

執行役員 兼㈱丸井取締役上野マルイ店長 執行役員 兼㈱エポスカード取締役営業本部長 瓦 美雪 

執行役員 新規事業推進部長 兼アニメ事業担当 執行役員 アニメ事業部長 青木 正久 

 上席執行役員 ＣＩＯ、監査担当 兼㈱エムアンド

シーシステム取締役社長 

布施 成章 

※ＣＨＯ…チーフヘルスオフィサー 

 

 

２０１８年３月２２日 

株式会社 丸井グループ 
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［部長級］ 

【新 職】 【旧 職】  

監査部長 ㈱エイムクリエイツ商業・広告事業本部副本部長 鈴木 康介 

アニメ事業部長 ㈱丸井 中野マルイ店長 田口由香子  

●機構改革 

・ グループデザインセンターを新設する 

 

【発令日】 ６月下旬 

●人事異動  ※役職名で社名の記載がないものは「㈱丸井グループ」の役職名です 

［監査役］ 

【新 職】 【旧 職】  

監査役  布施 成章 

㈱エポスカード常勤監査役 監査役 角南 哲二 

 

 

【会社名】 丸 井 

【発令日】 ４月1日 

 

●人事異動  ※役職名で社名の記載がないものは「㈱丸井」の役職名です 

［取締役］ 

【新 職】 【旧 職】  

取締役北千住マルイ店長 取締役マルイファミリー溝口店長 阿部 和美 

取締役上野マルイ店長 兼㈱丸井グループ執行役

員 

㈱丸井グループ執行役員 兼㈱エポスカード取締

役営業本部長 

瓦 美雪 

取締役マルイファミリー溝口店長 兼㈱丸井グルー

プ執行役員 

㈱丸井グループ執行役員 新規事業推進部長 津田 純子 

取締役 兼㈱エポスカード取締役営業本部長 取締役博多マルイ店長 西野 淳 

［部長級］ 

〈本 社〉 

【新 職】 【旧 職】  

レディスシューズ事業部長  上村 昌弘 

オムニチャネル事業本部 部長 柏店店長 青木 亮太 
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〈営業店〉 

【新 職】 【旧 職】  

有楽町マルイ店長 上野マルイ店長 津野三千代 

渋谷店店長 店舗サポート部担当部長 水谷 昌平 

博多マルイ店長 マルイファミリー海老名店長 西浦 陽一 

マルイファミリー志木店長 静岡店店長 小倉 宏行 

マルイファミリー海老名店長 ㈱エポスカード取締役フィンテック事業本部長、フィ

ンテック事業推進部長、兼㈱丸井グループ新規事

業推進部 担当部長 

星野 真 

新宿マルイメン店長 マルイファミリー志木店長 生形 勝行 

池袋マルイ店長 新宿マルイメン店長 石川 雅道 

柏店店長 渋谷店店長 大友 裕之 

吉祥寺店店長  浅見 哲嗣 

中野マルイ店長  関崎 陽子 

静岡店店長  伊藤 哲朗 

草加マルイ店長  高橋 雄一 

●機構改革 

・ レディスシューズ事業部を新設する 

 

 

【エポスカード】  

【発令日】 ４月1日 

●人事異動  ※役職名で社名の記載がないものは「㈱エポスカード」の役職名です 

［取締役］ 

【新 職】 【旧 職】  

取締役ホーム事業本部長 兼㈱エポス少額短期保

険取締役社長、㈱マルイホームサービス取締役社

長、㈱マルイホームサービス管理社長 

取締役ホーム事業本部長 兼㈱エポス少額短期保

険取締役社長、㈱マルイホームサービス常務取締

役  

麻生 泉 

取締役営業本部長 兼㈱丸井取締役 ㈱丸井取締役博多マルイ店長 西野 淳 

取締役フィンテック事業本部長、フィンテック事業推

進部長 

営業本部 提携事業１部長 亀山 朋幸 

㈱丸井グループ執行役員 兼㈱丸井取締役上野

マルイ店長 

取締役営業本部長 兼㈱丸井グループ執行役員 瓦 美雪 
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㈱丸井 マルイファミリー海老名店長 取締役フィンテック事業本部長、フィンテック事業推

進部長、兼㈱丸井グループ新規事業推進部 担当

部長 

星野 真 

［部長級］ 

事業企画部長 ㈱丸井 草加マルイ店長 小倉 隆豊 

営業本部提携事業１部長 フィンテック事業本部ファイナンス営業部長 人見 孝俊 

フィンテック事業本部ファイナンス営業部長 ㈱丸井 吉祥寺店店長 森 健司 

●機構改革 

・ 営業本部の支店・各営業所を社長直轄として再編する 

・ クレジット本部業務部を独立させ、業務部とする 

 

【発令日】 ６月下旬 

●人事異動  ※役職名で社名の記載がないものは「㈱エポスカード」の役職名です 

［監査役］ 

【新 職】 【旧 職】  

常勤監査役 ㈱丸井グループ監査役 角南 哲二 

 

 

 

【丸井グループ関連会社 役員・部長】 

【発令日】 ４月1日 

●人事異動 

［取締役・監査役］ 

【新 職】 【旧 職】  

㈱エムアールアイ債権回収取締役社長  ㈱丸井グループ監査部長 齊藤 健也 

 ㈱エムアールアイ債権回収取締役社長 増田 一寿 

㈱エイムクリエイツ専務取締役 兼空間プロデュー

ス事業本部長 

㈱エイムクリエイツ専務取締役 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

部副本部長、クリエイティブ統括部長 兼㈱丸井グ

ループ執行役員 グループデザインセンター長、

建築部長 

㈱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、クリエイティブ統括部長 兼㈱丸井グ

ループ執行役員 建築部長 

伊藤 優子 

㈱エイムクリエイツ取締役マーケティング事業本部

長 

㈱エイムクリエイツ取締役商業・広告事業本部長 矢野 俊哉 
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㈱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、コーポレートソリューション統括部長 

㈱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、開発・リーシング統括部長 

三雲 和彦 

 ㈱エイムクリエイツ取締役空間プロデュース事業本

部長 

渡辺 研二 

㈱エムアンドシーシステム取締役社長 兼㈱丸井

グループ常務執行役員 ＣＩＯ、小売事業責任者 

㈱丸井グループ常務執行役員 小売事業責任者、

兼㈱マルイホームサービス取締役社長、㈱マルイ

ホームサービス管理取締役社長 

瀧元 俊和 

㈱エムアンドシーシステム専務取締役 兼㈱丸井

グループ取締役上席執行役員 ＣＤＯ、ＩＲ部長 

兼経営企画・ＥＳＧ推進担当 

㈱エムアンドシーシステム常務取締役 兼㈱丸井グ

ループ取締役上席執行役員 ＣＤＯ、ＩＲ部長 兼経

営企画・ＥＳＧ推進担当 

加藤 浩嗣 

㈱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システム企画本部

長 

手塚 茂 

㈱エムアンドシーシステム取締役 ㈱エムアンドシーシステム取締役システムセンター

事業本部長 

谷 俊行 

㈱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 

㈱エポスカード事業企画部長 

 

猪口 紀明 

㈱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 兼デジタルトランスフォーメーション推

進本部長 

㈱エムアンドシーシステム顧客システム開発本部長 

兼デジタルトランスフォーメーション推進本部長 

海老原 健 

㈱丸井グループ監査役 

 ※監査役就任は６月下旬の予定 

㈱エムアンドシーシステム取締役社長 兼㈱丸井グ

ループ上席執行役員 ＣＩＯ、監査担当 

布施 成章 

 ㈱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 

本多 弘昭 

㈱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 

 

細田 岳 

 ㈱マルイファシリティーズ常務取締役 飯田 健 

㈱マルイホームサービス取締役社長 兼㈱マルイ

ホームサービス管理社長、㈱エポスカード取締役

ホーム事業本部長、㈱エポス少額短期保険取締役

社長 

㈱マルイホームサービス常務取締役 兼㈱エポス

カード取締役ホーム事業本部長、㈱エポス少額短

期保険取締役社長 

麻生 泉 

㈱マルイキットセンター取締役社長 ㈱丸井 有楽町マルイ店長 竹内 篤 

 ㈱マルイキットセンター取締役社長 堀口 武夫 

北千住都市開発㈱取締役社長 北千住都市開発㈱取締役総務・管理部長 宮田 隆 

北千住都市開発㈱取締役総務・管理部長  川村 斉 

 北千住都市開発㈱取締役社長 齋藤 隆 

㈱なかのサンクォーレ取締役事務局長 

※取締役就任は６月上旬の予定 

㈱ムービング取締役 丸井オムニチャネル推進本

部長 

結城 公夫 
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 ㈱なかのサンクォーレ取締役事務局長 伊藤 博 

 

 

［部長級］ 

㈱エイムクリエイツ マーケティング事業本部副本

部長、営業管理部長 

㈱丸井 池袋マルイ店長 荻江 俊宏 

㈱エイムクリエイツ業務企画・コンプライアンス統括

部長 

㈱エイムクリエイツ業務企画・コンプライアンス推進

部長 

谷口 政弘 

㈱ムービング オムニチャネル改革推進本部長 ㈱丸井 オムニチャネル事業本部 部長 臼井 毅 

㈱エムアンドシーシステム システム企画本部長  廣松あゆみ 

㈱エムアンドシーシステム 営業システム開発本部

長 

 古沢 淳一 

㈱エムアンドシーシステム システムセンター事業

本部長 

 小西 光人 

 

●機構改革 

・ ㈱エイムクリエイツの開発・リーシング統括部をコーポレートソリューション統括部に改称する 

・ ㈱エイムクリエイツの商業・広告事業本部をマーケティング事業本部に改称する 

・ ㈱エイムクリエイツの業務企画・コンプライアンス推進部を再編し、業務企画・コンプライアンス統括部に改称する 

・ ㈱ムービングの丸井オムニチャネル推進本部をオムニチャネル改革推進本部に改称する 

 

以 上 


