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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】  

副社長執行役員 副社長執行役員 ＣＳＯ 佐藤 元彦 

取締役専務執行役員 ＣＳＯ、経営企画・不動産事業

担当 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 

取締役専務執行役員 小売事業担当、経営企画・

カスタマーサクセス担当 

中村 正雄 

専務執行役員 ＣＨＯ、総務・人事・ウェルネス推進 

担当 

専務執行役員 ＣＨＯ、監査・不動産事業・総務・

人事・ウェルネス推進担当  

石井 友夫 

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 兼Ｄ２Ｃ＆Ｃｏ.取締役社長 

取締役常務執行役員 ＣＦＯ、ＩＲ部長、財務・   

サステナビリティ・ＥＳＧ推進担当 兼Ｄ２Ｃ＆Ｃｏ. 

取締役社長 

加藤 浩嗣 

上席執行役員 小売事業担当、㈱丸井取締役社長 上席執行役員 ㈱丸井取締役社長 青野 真博 

執行役員 ＣＤＯ、経営企画部長、カスタマーサク  

セス部長 

執行役員 経営企画部長、カスタマーサクセス  

部長 

相田 昭一 

執行役員 監査担当 執行役員 ㈱マルイファシリティーズ取締役社長 小暮 芳明 

執行役員 ㈱丸井取締役北千住マルイ店長 執行役員 ㈱丸井取締役マルイファミリー溝口 

店長 

瓦 美雪 

執行役員 ㈱丸井取締役ＥＣ事業部長 執行役員 ㈱丸井取締役事業企画部長 新津 達夫 

執行役員 ＣＩＯ、㈱エムアンドシーシステム取締役 

社長 

執行役員ＣＤＯ、㈱エムアンドシーシステム取締

役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 

 常務執行役員 ＣＩＯ、アニメ事業担当 兼     

㈱エムアンドシーシステム取締役社長 

瀧元 俊和 

２０２１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】  

ＩＲ部長 ㈱エポスカード事業企画部長 小倉 隆豊 

不動産事業部長 兼㈱マルイホームサービス常務 

取締役 

不動産事業部長 兼シェアハウス事業部長 蔵野 雅章 

総務部長  松本 孝洋 

財務部長  飯塚 政和 

㈱マルイファシリティーズ取締役セキュリティ事業  

本部長 

総務部長 七戸 裕一 

㈱丸井渋谷店店長 アニメ事業部長 田口由香子 

●機構改革 

・ アニメ事業部を㈱丸井に移管する 

・ シェアハウス事業部を㈱マルイホームサービスに移管する 

 

 

【会社名】 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・監査役］ 

【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 

取締役ホーム事業本部長  藤森 幸人 

監査役 ㈱エムアンドシーシステム常務取締役 手塚 茂 

 監査役 角南 哲二 

 

［部長級］ 

【新 職】 【旧 職】  

営業本部副本部長 営業本部副本部長 兼㈱丸井カード推進部長 浅見 哲嗣 

営業本部営業推進部長 兼㈱丸井カード推進部長 営業本部営業推進部長 油谷 敏昌 

クレジット・業務本部業務部長 ㈱丸井営業企画部長 生田 剛 

㈱丸井グループＩＲ部長 事業企画部長 小倉 隆豊 
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【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・監査役］ 

【新 職】 【旧 職】  

取締役ＥＣ事業部長、㈱丸井グループ執行役員 取締役事業企画部長、㈱丸井グループ執行役員 新津 達夫 

取締役北千住マルイ店長、㈱丸井グループ執行 

役員 

取締役マルイファミリー溝口店長、㈱丸井グループ

執行役員 

瓦 美雪 

取締役営業企画部長、業務推進・カード推進担当 取締役営業企画・業務推進・カード推進担当 亀山 朋幸 

取締役店舗プロデュース部長、リーシング担当 店舗プロデュース部長 山口 博行 

新宿マルイメン店長 取締役ＥＣ事業部長 青木 亮太 

 取締役北千住マルイ店長 阿部 和美 

 

［部長級］ 

〈本社〉 

【新 職】 【旧 職】  

リーシング部長 上野マルイ店長 佐藤 喜則 

アニメ事業部長 リーシング部長 西浦 陽一 

業務推進部副部長 静岡店店長 伊藤 哲朗 

カード推進部長 兼㈱エポスカード営業本部営業

推進部長 

㈱エポスカード営業本部営業推進部長 油谷 敏昌 

㈱エポスカード クレジット・業務本部業務部長 営業企画部長 生田 剛 

㈱エポスカード営業本部副本部長 カード推進部長 兼㈱エポスカード営業本部    

副本部長 

浅見 哲嗣 

〈営業店〉 

【新 職】 【旧 職】  

マルイファミリー溝口店長 錦糸町店店長 田中 哲 

上野マルイ店長 マルイファミリー志木店長 土屋 充 

錦糸町店店長 中野マルイ店長 樋口 幸 

渋谷店店長 ㈱丸井グループアニメ事業部長 田口由香子 
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マルイファミリー志木店長 新宿マルイメン店長 荻荘 康明 

吉祥寺店店長 ㈱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 

猪口 紀明 

中野マルイ店長  森久保雅美 

㈱エイムクリエイツ取締役業務企画・コンプライ  

アンス統括部長 

渋谷店店長 小倉 宏行 

㈱エムアンドシーシステム ストアシステム開発  

本部長 

吉祥寺店店長 間室 広伸 

●機構改革 

・ ㈱丸井グループアニメ事業部を㈱丸井に編入する 

・ 自主イベント部をポップアップ・イベント事業部に改称する 

・ ＥＣ事業部と事業企画部を統合し、ＥＣ事業部とする 

 

 

【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】  

㈱エムアンドシーシステム取締役社長、㈱丸井  

グループ執行役員 ＣＩＯ 

㈱エムアンドシーシステム取締役デジタルトランス

フォーメーション推進本部長、㈱丸井グループ執行

役員 ＣＤＯ 

海老原 健 

㈱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取締役システム企画  

本部長 

廣松あゆみ 

㈱エムアンドシーシステム取締役営業システム  

開発本部長 

㈱エポスカード システム部長 芳賀 伸幸 

㈱エムアンドシーシステム監査役 ㈱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取締役社長、㈱エポス少額  

短期保険取締役社長 

麻生 泉 

㈱エポスカード監査役 ㈱エムアンドシーシステム常務取締役 手塚 茂 

㈱丸井吉祥寺店店長 ㈱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 

猪口 紀明 

㈱マルイファシリティーズ取締役社長 ㈱マルイファシリティーズ常務取締役セキュリティ 

事業本部長 

羽生 典弘 

㈱マルイファシリティーズ取締役環境・フードコート

事業本部長 

㈱マルイファシリティーズ取締役設備事業本部長 坂本 晋 



 

- 5 - 

㈱マルイファシリティーズ取締役セキュリティ事業

本部長 

㈱丸井グループ総務部長 七戸 裕一 

㈱丸井グループ執行役員 監査担当 ㈱マルイファシリティーズ取締役社長、㈱丸井   

グループ執行役員 

小暮 芳明 

 ㈱マルイファシリティーズ取締役環境・フードコート

事業本部長 

清田 裕 

 ㈱マルイファシリティーズ取締役セキュリティ事業 

本部副本部長 

影山 雅彦 

㈱エイムクリエイツ取締役業務企画・コンプライ  

アンス統括部長 

㈱丸井渋谷店店長 小倉 宏行 

㈱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取締役社長、㈱丸井グループ

取締役専務執行役員 ＣＳＯ、経営企画・不動産 

事業担当  

㈱丸井グループ取締役専務執行役員 小売事業 

担当、経営企画・カスタマーサクセス担当 

中村 正雄 

㈱マルイホームサービス常務取締役 兼㈱丸井 

グループ不動産事業部長 

㈱丸井グループ不動産事業部長 兼シェアハウス

事業部長 

蔵野 雅章 

㈱マルイホームサービス取締役 ㈱エイムクリエイツ業務企画・コンプライアンス統括

部長 

谷口 政弘 

㈱エポス少額短期保険取締役社長 兼㈱エポス 

カード取締役ホーム事業本部長 

㈱エポスカード取締役ホーム事業本部長 藤森 幸人 

 

［部長級］ 

【新 職】 【旧 職】  

㈱エムアンドシーシステム デジタルトランス   

フォーメーション推進本部長 

 横山 拓人 

㈱エムアンドシーシステム システム企画本部長 ㈱エムアンドシーシステム ストアシステム開発  

本部長 

小西 光人 

㈱エムアンドシーシステム ストアシステム開発  

本部長 

㈱丸井吉祥寺店店長 間室 広伸 

●機構改革 

・ ㈱丸井グループシェアハウス事業部を㈱マルイホームサービスに移管する 

 

 

以 上 


