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株式会社 丸井グループ 

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】  

専務取締役専務執行役員 経営企画、海外事業

推進、監査、人事担当 兼 ㈱エムアンドシーシ

ステム取締役社長 

常務取締役常務執行役員 経営企画、監査、人

事担当 兼 ㈱エムアンドシーシステム取締役社

長 

佐藤 元彦 

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 

執行役員 兼 ㈱エポスカード常務取締役 兼 

事業企画部長 

瀧元 俊和 

執行役員 海外事業推進部長 執行役員 中国事業プロジェクト部長 宮崎 俊也 

執行役員 兼 ㈱丸井取締役ニーズマーケティ

ング部長 兼 Ｗｅｂ事業担当 

執行役員 兼 ㈱丸井取締役Ｗｅｂ事業部長 斉藤 義則 

 

［部長級］ 

【新 職】 【旧 職】  

ＣＳＲ推進部長  瓦 美雪 

不動産事業部長 ＣＳＲ推進部長 岡本 邦夫 

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クリエイティブ統括部長 

建築部長 兼 ㈱エイムクリエイツ空間プロデュ

ース事業本部副本部長 

伊藤 優子 

 

●機構改革 

・ 中国事業プロジェクトを解消し、海外事業推進部を新設する 

 

 



 

【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 ニーズマーケティング部長 兼 Ｗｅｂ事

業担当 兼 ㈱丸井グループ執行役員 

取締役 Ｗｅｂ事業部長 兼 ㈱丸井グループ執

行役員 

斉藤 義則 

取締役 有楽町マルイ店長 取締役 マルイシティ横浜店長 星 久雄 

取締役 自主商品部長 ニーズマーケティング部長 佐々木 一 

 

［部長級］ 

〈本 社〉 

【新 職】 【旧 職】  

業務企画部長  大倉 伸夫 

商品第１部長 レディス事業部長 中澤 勝 

商品第２部長 ㈱エムアンドシーシステム 営業システム開発本

部長 

手塚 茂 

Ｗｅｂ事業部長 Ｗｅｂ事業部副部長 伊賀山 真行 

〈営業店〉 

【新 職】 【旧 職】  

マルイシティ横浜店長 マルイファミリー溝口店長 渡辺 研二 

マルイファミリー溝口店長 錦糸町店店長 齋藤 隆 

錦糸町店店長 マルイファミリー海老名店長 細田 岳 

大宮店店長 雑貨事業部長 結城 公夫 

マルイファミリー海老名店長 メンズ事業部長 今井 雅智 

マルイシティ池袋店長 新宿マルイ メン店長 谷口 智彦 

新宿マルイ メン店長 新宿マルイ ワン店長 鈴木 伸和 

吉祥寺店店長  亀山 朋幸 

草加マルイ＆アウトレット店長 テナント・専門店事業部長 飯住 宗広 

新宿マルイ ワン店長  齊藤 和宏 
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●機構改革 

・ 商品第１部を新設し、レディス事業部、メンズ事業部、雑貨事業部の共同運営ショップのバイヤー業務を 

引き継ぐ 

・ 商品第２部を新設し、メンズ事業部、雑貨事業部のＮＢ商品を中心に取り扱うフィールド、インザルーム、 

時計・メガネ、アクセ・ジュエリーの担当業務を引き継ぐ 

・ 自主商品部を新設し、レディス事業部、メンズ事業部、雑貨事業部の自主編集売場とＰＢ商品を中心に 

取り扱う組織の業務、およびニーズマーケティング部のニーズ商品開発担当業務を引き継ぐ 

・ テナント・専門店事業部のテナント担当業務、および開発・イベント担当業務を商品第１部に、 

アウトレット・催事担当業務を商品第２部に、専門店担当業務を店舗サポート部にそれぞれ引き継ぐ 

・ 食品レストラン事業部を食品レストラン部に改称する 

 

 

【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】  

㈱エポスカード取締役社長 兼㈱ゼロファースト

取締役社長 兼 ㈱丸井グループ執行役員 

㈱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 

瀧元 俊和 

㈱エムアールアイ債権回収 取締役 ㈱丸井 マルイシティ池袋店長 神澤 典朗 

㈱ゼロファースト 常務取締役 ㈱ゼロファースト 取締役 増田 一寿 

㈱エイムクリエイツ 取締役空間プロデュース事

業本部営業統括部長 

㈱丸井 有楽町マルイ店長 小山 圭司 

㈱エイムクリエイツ 取締役空間プロデュース事

業本部クリエイティブ統括部長 兼 ㈱丸井グル

ープ 建築部長 

㈱エイムクリエイツ 空間プロデュース事業本部

副本部長 兼 ㈱丸井グループ 建築部長 

伊藤 優子 

㈱マルイファシリティーズ 常勤監査役  出口 晃 

㈱ムービング 取締役営業本部長 ㈱ムービング 取締役業務企画部長 後藤 章 

㈱ムービング 取締役企画部長 ㈱丸井 業務企画部長 原 誠一 

㈱マルイホームサービス 取締役社長 ㈱丸井グループ執行役員 不動産事業部長 柴田 直哉 

㈱マルイキットセンター 常務取締役 ㈱丸井 大宮店店長 堀口 武夫 

北千住都市開発㈱ 取締役社長 ㈱マルイホームサービス 取締役社長 宮坂 和宏 

㈱なかのサンクォーレ 取締役事務局長 

 ※６月の定時株主総会で取締役に就任予定 

㈱丸井 草加マルイ＆アウトレット店長 伊藤 博 
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有楽町駅前開発㈱ 専務取締役 ㈱丸井 吉祥寺店店長 後藤 明夫 

㈱エポスカード 事業企画部長  八木 公一郎 

㈱エムアンドシーシステム 営業システム開発本

部長 

㈱丸井 新宿マルイ カレン店長 戸塚 嘉治 

 

以 上    
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