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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、財務、カー

ド事業、情報システム担当 

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 

佐藤 元彦 

常務取締役常務執行役員 小売事業担当 ㈱丸井

取締役社長 

常務取締役常務執行役員 ㈱丸井取締役社長 中村 正雄 

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 

取締役執行役員 不動産事業、建築担当 兼 

㈱ムービング取締役社長 

若島 隆 

取締役執行役員 人事部長 兼 監査、総務担当 取締役執行役員 総務部長 兼 ＣＳＲ推進担

当 兼 ㈱マルイファシリティーズ取締役社長 

石井 友夫 

執行役員 ㈱エムアンドシーシステム取締役社長 執行役員 ㈱エムアンドシーシステム常務取

締役 

布施 成章 

執行役員 ㈱マルイファシリティーズ取締役社長 執行役員 経営企画部長 小暮 芳明 

執行役員 ㈱丸井取締役事業推進部長 ㈱丸井取締事業役推進部長 青野 真博 

執行役員 ㈱エポスカード取締役提携事業部長 執行役員 ㈱丸井取締役ニーズマーケティン

グ部長 兼 Ｗｅｂ事業担当 

斉藤 義則 

執行役員 ㈱丸井取締役第３営業部長 ㈱丸井取締役自主商品部長 佐々木 一 

顧問 常務取締役常務執行役員 財務、カード事業

担当 

篠瀬 達也 

顧問 ㈱エイムクリエイツ取締役社長 北出 恭次郎 
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［部長級］ 

【新 職】 【旧 職】  

経営企画部長  加藤 浩嗣 

監査部長  齊藤 健也 

総務部長  羽生 典弘 

 

●機構改革 

・ 海外事業推進部を経営企画部に統合する 

 

 

【会社名】 丸 井 

【発令日】 ４月1日 

●人事異動 

［取締役・監査役］ 

【新 職】 【旧 職】  

㈱丸井グループ執行役員 ㈱エポスカード取締役

提携事業部長 

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 

斉藤 義則 

取締役事業推進部長 兼 ㈱丸井グループ執行役

員 

取締役事業推進部長 青野 真博 

取締役第３営業部長 兼 ㈱丸井グループ執行役

員 

取締役自主商品部長 佐々木 一 

［部長級］ 

〈本 社〉 

【新 職】 【旧 職】  

ニーズマーケティング部長  猪口 紀明 

第１営業部長 商品第１部長 中澤 勝 

第２営業部長 商品第２部長 手塚 茂 

〈営業店〉 

【新 職】 【旧 職】  

なんばマルイ店長 ㈱丸井グループ人事部長 清水 勲 

上野マルイ店長 ㈱エポスカード取締役営業部長 新開 卓也 

渋谷店店長 上野マルイ店長 池田 信男 
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町田マルイ店長 マルイファミリー志木店長 近藤 正美 

マルイファミリー志木店長 渋谷店店長 竹内 篤 

マルイシティ池袋店長 草加マルイ＆アウトレット店長 飯住 宗広 

神戸マルイ店長  鈴木 康介 

水戸店店長 町田マルイ店長 阿部 淸彦 

草加マルイ＆アウトレット店長  荻原 良 

 

●機構改革 

・ 第１営業部を新設し、商品第１部の業務を再編し引き継ぐ 

・ 第２営業部を新設し、商品第１部のイベント担当業務、商品第２部のアウトレット・催事担当業務、食品レストラン部の

業務全般を引き継ぐ 

・ 第３営業部を新設し、自主商品部の業務全般、商品第２部の時計・メガネ、アクセ・ジュエリーおよびフィールド、イ

ンザルームのバイヤー業務を引き継ぐ 

 

 

【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提携事業部長 兼 ㈱丸井

グループ執行役員 

㈱丸井グループ執行役員 ㈱丸井取締役ニ

ーズマーケティング部長 兼 Ｗｅｂ事業担当 

斉藤 義則 

㈱エポスカード常勤監査役 ㈱丸井 食品レストラン部長 水島 英明 

㈱エイムクリエイツ取締役社長 ㈱エイムクリエイツ専務取締役 猪野 明 

㈱エムアンドシーシステム取締役社長 兼 ㈱丸井

グループ執行役員 

㈱エムアンドシーシステム常務取締役 兼 

㈱丸井グループ執行役員 

布施 成章 

㈱マルイファシリティーズ取締役社長 兼 ㈱丸井

グループ執行役員 

㈱丸井グループ執行役員経営企画部長 小暮 芳明 

㈱マルイホームサービス常勤監査役 ㈱プロセント事業企画部長 並木 繁 

みぞのくち新都市㈱ 専務取締役 ㈱丸井 神戸マルイ店長 中村 朝人 

［部長級］ 

㈱エポスカード丸井営業部長 ㈱丸井 なんばマルイ店長 杉本 俊彦 

㈱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営業システム開発

本部長 

戸塚 嘉治 
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㈱エムアンドシーシステム営業システム開発本部

長 

 松崎 義隆 

㈱マルイファシリティーズ丸井グループ事業本部

長 

㈱エムアンドシーシステムシステム企画本部

長 

芥川 厚 

 

●機構改革 

・ ㈱エポスカードにシステム部を新設する。 

・ ㈱エポスカードの営業部を丸井営業部に改称する。 

 

以 上    


