
A__青井 浩
当社代表取締役社長 代表執行役員 CEO 
株式会社okos 代表取締役社長 
D2C&Co.株式会社 取締役

映画が好きです。中でもコメディが大好き。うれしいことに2021年はコメディの当たり年で 
した。写真のパンフレットは台湾映画の『1秒先の彼女』。何をするにも1秒早い彼女と、 
どんな時でも1秒遅れてしまう彼との恋愛物語です。どう考えても接点のない凸凹な二人の
恋の行方は?懐かしく美しい風景の中、奇想天外な物語が、時にSF風のシーンを交えて 
進みます。そして、ハッピーエンドの結末は、静かで暖かい幸福感に包まれます。ちなみに、
劇中に出てくる「豆花（トウファ）」という台湾スイーツはこの夏のマイブームでした。淡い 
甘味と共に静かなしあわせが口中に広がります。

p__ピーター D. ピーダーセン
当社社外取締役 
大学院大学至善館 専任教授 
特定非営利活動法人ネリス 代表理事　

私は基本的に未来を開花し、世代を超えた視点を含んだ製品、サービス、ビジネス、人、 
組織が好きです。それらが生存・発展可能で、人間らしい未来の創造に貢献するすてきな
ものであれば応援したいです。1994年、私は英国デボンにあるシューマッハ・カレッジに
留学しました。科学者であり作家のフリッチョフ・カプラ博士のもと「ガイア、エコロジー、そ
して生命に関するシステムズ思考」をテーマに学んだのです。私は何より平和を愛する人間
で、「あまり摩擦や戦いに挑むことが得意ではなく、将来世代や、人とそのほかの生き物の 
関係性を共存・永続可能にする」ことに人生をささげてきました。そのあたりがマニアック
だと思います。そして、この時の経験が、私の価値観と歩むべき道に大きな影響を与えました。

k__小島 玲子
当社取締役 執行役員 CWO（Chief Well-being Officer） ウェルネス推進部長 
当社専属産業医

医師としてのバックボーンを活かして、社会のWell-beingに貢献することが私のライフワーク
です。大学院では、人と組織の活性化を研究しました。最近は「三国志」にハマっています。
人間味あふれる武将や軍師が、目標に向かって全身全霊で生きる姿に勇気をもらいます。
疲れた時にDVDを観ると、「殺されるわけではないし、人をしあわせにすることが仕事とは、
なんてしあわせなんだ !」という気持ちになってきます。働く人が、自分の価値観を玄関に置
いて出勤するのではなく、自分の強みや個性を活かして活躍できる、やさしい社会をつくり
たいです。社外で同じ想いを持つ方々と会う機会も増えてきました。時代の変化を追い風
に前進していきます。

o__岡島 悦子
当社社外取締役 
株式会社プロノバ 代表取締役社長 
株式会社ユーグレナ 取締役

異能な人とのブレストでの共創が大好き。日ごろからホワイトボードを携帯し、多様な視点
を構造化してイノベーション創出につなげることに役立てています。ハーバード経営大学院
での多様な仲間との共創経験は、私の価値観を「最大、安定、knowing」から「最新、変化、
being」へと、そして子育ての経験は私の視点を「未来予測」から「未来は自分でつくるもの」
へと、変化させてくれました。将来世代も含めた異能な人たちを目利きし、つなぎ、機会を
提供し、共創することが人フェチである自分の使命だと思っています。これからも丸井 
グループの仲間の可能性を引き出すことに尽力し、ワクワクする未来を一緒につくっていき
ます。

k__加藤 浩嗣
当社取締役 常務執行役員 CFO 
IR・財務・サステナビリティ・ESG推進担当 
株式会社丸井 取締役 
tsumiki証券株式会社 取締役 
D2C&Co.株式会社 代表取締役社長 
株式会社okos 取締役

私が持っているものは、通い始めてから5年になるスポーツジムで使っているプロテインシェー
カーです。私のジム通いがここまで長続きするのは異例で、このおかげで脱メタボを達成し
ました。これまでもいくつかのジムに入会しましたが、いずれも1年続かず退会、要因はジム
にすでにあるコミュニティに入っていくのが苦手なため、行くたびに疎外感を感じたことでし
た。今のジムはパーソナルトレーナー制なので効果が大きいことはもちろんですが、疎外感
をまったく感じません。加えて、筋トレ後に腕などのアイシングをしながらマッサージをしても
らえますが、これがもう至福のひとときで、今の私のWell-beingには欠かせない存在です。

n__中神 康議
当社社外取締役 
みさき投資株式会社 代表取締役社長

僕が好きなことは「仮説」と「茶目っ気」。「仮説」とは異なる切り口で世の中を眺め、新しい
世界を切り拓いていく推進力。そんな仮説が生まれた時に僕は最もワクワクします。そこで
大切なのが実は「茶目っ気」。新たな切り口に挑戦するなどと言うと肩に力が入ってしまい
そうですが、遊び心を持って自由に発想することがコツではないかと思うのです。今日持っ
てきたものはカフスボタンで、普通ならフォーマル、場合によっては贅沢にもなるものです
が、僕が好きなものはビーサンだったり、卓球ラケットだったり、バイクや三角定規といった
茶目っ気たっぷりのカフスたち。こんな子たちで袖口を締めながら仮説を考えるのが楽し
いのです。
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k__川井 仁
当社常勤監査役

数年前の突風には参りました。ベランダに置いた多くの植木鉢が激しく飛ばされてしまった
のです。中でも順調に成長していたローズマリーは、倒れた衝撃で幹が真っ二つに裂けて
いました。後悔のどん底です。日ごろから備えていなかった私の不注意でした。手に持って
いる枝は復活したそのローズマリーです。約20年前に房総の園芸店で買った苗木を育て続
けていて、今では室内外に置かれた70を超える植木鉢の中でも古株の一つです。毎年数 
多くの花を咲かせて心を和ませてくれるばかりか食卓も楽しませてくれます。というわけで、 
私は植物を育てることが大好きです。

f__布施 成章
当社常勤監査役

小学生の時、3年間北海道で過ごした縁でアイスホッケーと出会い夢中になり、入社後も趣
味として続けていました。写真はその時に愛用していたヘッドギアです。アイスホッケーは動
きが激しいのですが1回のプレーが1分程度のため、プレー中に随時メンバー交代しながら
行う競技で、個々の力はもとよりチームワークが非常に大切になります。こうした経験が協調
性を重んじ、物事を達成するという私の価値観と闘争心に大きな影響を与えたのではと思い
ます。現在丸井グループでは共創の理念のもと全社一丸となり活動を行っていますが、持ち
前の信条とこれまでの経験を活かし、監査役という立場から貢献していきたいと思います。

n__中村 正雄
当社専務執行役員 CSO（Chief Security Officer） 経営企画・不動産事業担当 
株式会社マルイホームサービス 代表取締役社長 
株式会社マルイホームサービス管理 代表取締役社長 
株式会社エポス少額短期保険 取締役

樹々の木漏れ日の中や自宅のベランダで、このハンモックチェアに揺られながら頭をリフレッ
シュして創造を育む時間に、仕事のこと、プライベートのことなど未来の楽しい企画をいろい
ろと考えてワクワクするのが好きです。仕事中はリアリストに見られがちですが、意外に夢追
人なんです。そして、強く思い続ければ必ず実現できると信じているポジティブ思考の楽天家
でもあり、おもしろいことや、楽しい仕事が大好きです。でも、楽しくなかった仕事を経験した 
ことがないので、何でも楽しんでしまう性格かもしれません。常識にとらわれずに新しい時代
を切り拓く、丸井グループのさらなる価値の共創に僕のワクワクは現在も進行中です。

t__高木 武彦
当社社外監査役 税理士

これは私が20年以上愛用している万年筆です。このコロナ禍の巣ごもりの中で、これまで
の自分の生き方を振り返ってみました。「人事を尽くして天命を待つ」という気持ちで結果を
恐れずにやるべきことに全力を尽くしてこれたと思っています。そういうことができた環境に
感謝の気持ちでいっぱいです。人は誠実に生きること、企業は誠実な企業活動を行うこと
が基本であると思っています。そして、丸井グループもコロナ禍の影響を受けつつも、積極
的な共創経営で未来投資を進めています。掲げられているサステナビリティとWell-being
の目標を実現するためにも、監査役の立場で貢献していきます。

i__石井 友夫
当社専務執行役員 CHRO（Chief Human Resource Officer）  
総務・人事・ウェルネス推進担当

人間に未来を見通す力はない。あるとすれば、それはまさしく超能力ということになる。そん
な力があれば楽だけどおもしろくないし、むしろ悲しいことになるかもしれない。不確実なも
のにいくつもの仮説を立て予測し、実現・成功に近づけていく、そこにワクワク感や喜びが 
生まれるのだと思う。その自分の実現したい未来と自分が働く会社の実現させたい未来が
一致したらこんなに楽しいことはないだろう。一人の力では心許ない。でも、一人ひとりのベ
クトルが揃えば強い組織になる。そんな組織体・企業風土を私は実現していきたい。そして 
自分の未来を見据えた今、実現しておかなければならないことがある。それは「筋肉貯金」だ !

s__鈴木 洋子
当社社外監査役 
日本ピグメント株式会社 社外取締役監査等委員 
株式会社ブリヂストン 社外取締役監査委員 
独立行政法人経済産業研究所 監事 
鈴木総合法律事務所 パートナー

福岡市の自然豊かなところで幼少期を過ごし、『ぐりとぐら』が子どものころから大好きでした。
『ぐりとぐら』の世界に憧れ、母にホットケーキのお弁当をつくってもらい、ピクニックをした 
思い出があります。年月が経ち母となって、再び『ぐりとぐら』を子どもたちと読み、森の動物
たち皆でカステラを分け合う楽しさや、大きな卵の殻の再利用にあらためて感動しました。
日々の食事やお弁当づくりで、できるだけ食品ロスを出さないよう食材を使い切る工夫をし
ながら、『ぐりとぐら』のように、料理と食べることを楽しんでいます。『ぐりとぐら』が世代を
超えていつまでも読み継がれるような、サステナブルな社会の実現をめざしたいです。

ぐりとぐら
なかがわ りえこ作・おおむら ゆりこ絵
福音館書店
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s__斎藤 義則
当社常務執行役員 フィンテック事業担当 
株式会社エポスカード 代表取締役社長 
株式会社エムアールアイ債権回収 取締役 
tsumiki証券株式会社 取締役

20代のころ、先輩に連れていかれた老舗のバーでシングルモルトと出会い、それ以降、ウィ
スキーを愛飲しています。シングルモルトの魅力を一言でいうと「個性」だと思います。蒸留
所や蒸留年数によって色や香り、味がすべて異なり、それぞれが強烈な個性を主張してい
ます。コロナ禍で、最近は仲間とお酒を飲む機会が減り残念な一方、家飲みでシングルモ
ルトの新たな個性の発見を楽しんでいます。ウィスキーの楽しみ方と同じように、ビジネス
やプライベートにおける人との交流でも、相手の個性を尊重した付き合い方を大事にしなが
ら仲間の輪を拡げています。コロナ禍が収まったら、スコットランドの蒸留所巡りを気の合
う仲間と楽しみたいと思います。

A__青野 真博
当社上席執行役員 小売事業担当 
株式会社丸井 代表取締役社長

私は「笑顔」が好きです。初めて売場に立った35年前。財布をお買上げいただいたお客さ
まが、笑顔で「ありがとう」とおっしゃってくださいました。人を笑顔にできる仕事はすばらし
い、と感動しました。浴衣を販売していた20年前、夏祭りや花火大会は人々の笑顔であふ
れていました。浴衣は笑顔の似合う装いです。私は今でも毎年浴衣を着ます。「売らない店」
「イベントフルな店」の実現に取り組む今も、お客さまを笑顔にしたいという想いは変わりま
せん。お取引先さまも笑顔にしたいです。社員も笑顔にしたいです。株主の皆さまにも、地
域社会の皆さまにも、将来世代の皆さまにも笑顔になっていただきたいです。たくさんの人
が笑顔になるように、ビジネスに取り組んでいきます。もちろん自分自身が笑顔を忘れずに。

A__相田 昭一
当社上席執行役員 CDO（Chief Digital Officer） 経営企画部長 カスタマーサクセス部長 共創投資担当 
D2C&Co.株式会社 取締役 
株式会社okos 取締役

ジムでのトレーニングが日々の活力の源です。身体機能の維持向上はもとより、限界に挑
戦して達成する喜びや、雑念をなくし呼吸を意識してトレーニングすることでリフレッシュし 
マインドフルネスを実現しています。もともと、明るく前向きで素直な気質なので、このよう
に気分転換することで、より一層何事に対しても楽しんで取り組むことができます。一方、 
飽きっぽいところもあるので常に刺激を求めすぎるきらいはあるかと思います。人が好きで
多様な人とのかかわりに喜びを感じますので、多くの人との共創を通じて世の中のお役に
立つ価値を創造していきたいと思います。

s__佐々木 一
当社上席執行役員 建築担当 
株式会社エイムクリエイツ 代表取締役社長

実は好きな物事が多いです。音楽、書物、スポーツ、お酒、家、車、わんちゃん等々。ただそ
れらに網羅的に博識になることはなく、さらにその中の限られた分野に深くハマって熱中す
るタイプ。今ハマっているサーフィンの先生には「一生懸命やりすぎないように」注意されて
います。また、そのハマり方は時にマニアックなので、人に強制しないように気をつけます
（笑）。人はそれぞれ違って当然だし、各々の価値観が尊重されるべきなので。皆、自分の好
きなことには主体的に熱意を持って取り組めますよね。さまざまな「マニアックな好き」が 
認められ、実現できる社会をつくりたいですね。

k__小暮 芳明
当社執行役員 監査担当

最近はゴルフばっかりだけど、やっぱり一番は「スキー」。あらためて思うのは、スキーは 
自分の原点だったなと。大学1年生の時に初心者で入部。毎年、冬のシーズンに向けて、春
夏秋はいろいろな準備をする。大会では1分ほどのレースのために、時間をかけてあれこ
れ考える。大した成績は残せなかったけれど、とにかく夢中だった。そんな経験があったか
ら、「最後までやり遂げる」という思いが強いのだろう。撮影の日に担いできた40年前のス
キー板。今では使えもしないのに、ずっと捨てられない大切なモノ。キズだらけでサビサビ
の板を見ていたら、久しぶりに滑りに行きたくなってきた…。でも、ゴルフが好きかな!

A__青木 正久
当社執行役員 
tsumiki証券株式会社 CEO

道なき道を駆け抜ける、けれどもそんな時間はない。そんなオジサンたちに小さくとも安定 
したブームの「ラジコン」にハマっています。こういった、一人ひとりの好きを応援しながら、
ビジネスに昇華していくことが得意です。その時に、忘れてはいけないのが、「楽しげ感」。
難しいミッションをクリアするのは楽なことばかりではなく、必要以上の笑顔でピンチをチャン
スに変えていきます。そんな私の原点は、新規事業だった「アニメ事業」。社員の「好き」が、
お客さまの「好き」と化学反応して、取扱高100億円規模へ大きく成長しました。今後も、熱量
の高い（高すぎる）お客さまやお取引先さまと、新しい時代を共創していきます。

OUR FAVORITES

102 103



i__伊藤 優子
当社執行役員 グループデザインセンター長、建築部長 
株式会社丸井 取締役 
株式会社エイムクリエイツ 常務取締役

かつて好きだった授業は地理と幾何学。地図を見て空間を想像するのはとても楽しい遊び
でした。その空間を確かめるために旅に出ること、とりわけ高い山に登り、地図と違わぬパ
ノラマを眺望することが登頂の達成感と相まって私の大好きな趣味となりました。そして空間
を想像することが高じて建築の道へ進んだ私は丸井の多くの店づくりに携わり、丸井の地図
に残る仕事（?）を得意としてきました。今やデジタル化された地図はもはや東西南北すら意
識せず、ましてやそこへ行かずともその空間を体感できます。デジタルネイティブの若い発想
に、私ならではの空間構想力を掛け合わせることで新しい価値創造に取り組んでいきます。

i__伊賀山 真行
当社執行役員 
株式会社ムービング 代表取締役社長

下手の横好きですが、子どものころから草野球、バスケットボール、テニス、スキー、ゴルフ
と種目を変えながらスポーツに没頭し、今も休日になると明け方から夕方まで、何かしらの
スポーツをしています。その副反応である「筋肉痛」や「倦怠感」は大好きですが、紫外線 
による「肌のほてり」は大嫌い。20代のころからSPF50の日焼け止めをこよなく愛用してい 
ます。仕事も没頭し、自分でやらないと気が済まないタイプでしたが、40代に体調を崩した
ことをきっかけに、「一人の限界」と「共創の力」を知ることができました。丸井グループの 
ビジョン実現に向け、共創・没頭していきたいと思います。

n__新津 達夫
当社執行役員 
株式会社丸井 取締役 EC事業部長 
株式会社ムービング 取締役 
株式会社okos 取締役

昔から、興味があることにはのめり込むタイプです。例えば、自転車レースが好きになった
際は海外のすべてのレースをケーブルTVで観戦しました。このスプレーは、今ハマっている
旅行で虫よけに活躍する、マイ調合のハッカ油スプレーです。ハマることは、良い意味で仕
事にも活かされていて、気になることがあった時は、自分が納得するまで考えてしまいます。
まわりから見た時に、ぼーっとしているように見える時は考えている時ですよ。客観的な診断
結果は、一人ひとりが持つユニークな個性に興味をひかれることが自分の特性です。ユニー
クな才能、ビジネスモデルの方と、お互いに深くハマる共創をしていきたいと思っています。

t__津田 純子
当社執行役員 
株式会社エポスカード 取締役 営業本部長

土地土地でおいしいものを食べる「ローカルフードツーリズム」に情熱を注いでいます。固
有の食文化・地元ならではの食材ありと聞けば、北に南に馳せ参じています。はまぐりがお
いしい季節には、三重県に日帰りで駆けつけたこともあるほどで（ごく稀ですが）、偏愛歴は
かれこれ20年以上。土地の風土を色濃く反映しているお酒も大好きで、お隣の地元の常連
さんと交流を図り、お酒を酌み交わすことも大きな楽しみの一つです。異なるバック 
グラウンドや価値観の方たちの間に飛び込み、違いを語る中で互いに認め合い、一方で共
通点を見出し喜びを共有する…そんな特性の私とぜひ共創していただけませんか?

e__海老原 健
当社執行役員 CIO（Chief Information Officer） 
株式会社エムアンドシーシステム 代表取締役社長

子どものころからジャイアンツが大好きで、今でも試合結果は気になります。自分自身も少
年野球チームに所属しており、野球はメンバー各自の強みを活かし、弱みは皆でカバーし合
い、チーム一丸で勝利をめざすことに楽しさ、やりがいを感じていました。ただし送りバント
は嫌いで、ビッグイニングを求めてしまうのは、仕事の面でも続いているのかもしれません。
これまでさまざまなシステムの取り組みに多くのお取引先さまからご支援いただき、実現
することができました。今後も店舗やエポスカードなどの環境を最大限に活用し、ステーク
ホルダーの皆さまとの共創でビッグイニングをめざしたいと思います。

k__瓦 美雪
当社執行役員 
株式会社丸井 取締役  北千住マルイ店長

ファッションが好きです。就活の際、丸井の会社説明会では東京に出てきたことがうれしく
て花柄のワンピースで参加しました。無事に就職し会社員となってからも、気合いを入れて、
床に裾を引きずるロングスカートやトラの顔がプリントされたパンツをはいたり、どこまでい
けるか明るく挑戦していたような気がします。なぜファッションが好きか?人をポジティブに
する力があるから。ポジティブになれるモノ・コトは人それぞれ。同じ人でもその時の環境
や状況によっても変わります。さまざまな人をポジティブにできるビジネスを共創していきた
いと思っています。写真は癒やしのクーちゃんで、家には仲間もゴロゴロしています。
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