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   平成29年 8月10日 

各  位    

  会 社 名     ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 

  代表者名 代表取締役社長  髙柳 浩二 

   （コード：8028  東証・名証第一部） 

  問合せ先  広報ＩＲ室長     岩崎 浩 

   （TEL：03-3989-7338） 

 

 

 

組織・人事のお知らせ 

 

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（本社 東京都豊島区、代表取締役社長 髙柳 浩二）は、 下記

の通り人事異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式会社ファミリーマート 

（1）常務執行役員の異動（平成 29年 9月1日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

平田 満次 
常務執行役員 

開発本部付部長 

常務執行役員 

開発本部長補佐 

（兼）開発本部 開発推進部長 

（兼）開発本部 ＢＳ推進部長 

 

（2）上席執行役員の異動（平成 29年 9月1日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

岩切 公愛 
上席執行役員 

統合本部付部長 

上席執行役員 

関西第２ディストリクト統括部長 

 

（3）シニアオフィサーの異動（平成 29年 9月1日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

植野 大輔 

シニアオフィサー 

総合企画部 改革推進室長 

（兼）総合企画部 マーケティング室長 

シニアオフィサー 

総合企画部 改革推進室長 

前西 潤一 
シニアオフィサー 

開発本部 一体型開発部長 

シニアオフィサー 

多摩・甲信ディストリクト統括部長 

淺川 龍彦 
シニアオフィサー 

海外事業本部付部長 

シニアオフィサー 

関西第１ディストリクト統括部長 
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（4）オフィサーの異動（平成29年 9月1日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

中村 弘之 

オフィサー 

営業本部 店舗運営業務部長 

（兼）ＣＫＳ店舗運営業務部長 

オフィサー 

営業本部 店舗運営業務部長 

宮本 信 

オフィサー 

開発本部 開発推進部長 

（兼）開発本部 ＢＳ推進部長 

オフィサー 

開発本部 一体型開発部長 

伊藤 聡 
オフィサー 

神奈川ディストリクト統括部長 

オフィサー 

営業本部 ＣＫＳ店舗運営業務部長 

畑口 力也 
オフィサー 

関西第１ディストリクト統括部長 

オフィサー 

総合企画部 マーケティング室長 

星 利幸 
オフィサー 

兵庫・岡山ディストリクト統括部長 

オフィサー 

東海第１ディストリクト付部長 

川端 豊 

（兼務解除） 

オフィサー 

東京第１ディストリクト副統括部長 

オフィサー 

東京第１ディストリクト副統括部長 

（兼）東京第２ディストリクト副統括部長 

 

（5）部門長の異動（平成29年 9月1日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

左京 秀康 多摩・甲信ディストリクト統括部長 兵庫・岡山ディストリクト統括部長 

原 忠史 関西第２ディストリクト統括部長 神奈川ディストリクト統括部長 

 

 

２．ユニー株式会社 

（1）店長の異動（平成29年 8月21日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

吉田 健一 
営業統括本部 

食品本部 精肉部長 
アピタ千代田橋店 食品副店長 

小針 伸夫 
営業統括本部 

関東営業部 業務管理担当部長 
アピタ足利店 店長 

丹澤 寛之 アピタ足利店 店長 アピタ岩槻店 店長 

森山  修 アピタ本庄店 店長 リバーサイド千秋 アピタ・モール 支配人 

遠藤 謙二 リバーサイド千秋 アピタ・モール 支配人 業務本部 総務人事部付部長 

西川 慎一 ピオニウォーク東松山 支配人 アピタ宇都宮店 店長 

渡邉 哲也 アピタ宇都宮店 店長 ピアゴ藤岡店 店長 
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金島  淳 ピアゴ藤岡店 店長 アピタ前橋店 住関副店長 

松村 邦央 ピアゴ富山西町店 店長 ピアゴ金沢ベイ店 店長 

古田 裕之 ピアゴ金沢ベイ店 店長 アピタ黒部店 店長 

服部 武男 アピタ長久手店 店長 アピタ桃花台店 店長 

木村 文彦 アピタ桃花台店 店長 ピアゴ大治店 店長 

鹿毛 友規 ピアゴ大治店 店長 
営業統括本部 食品本部 

チーフフィールドマーチャンダイザー 

加藤 一志 アピタ高蔵寺店 店長 アピタ中津川店 店長 

里見  潤 アクアウォーク大垣 支配人 アピタ御嵩店 店長 

佐野 竜司 アピタ御嵩店 店長 ピアゴ穂積店 店長 

佐藤 幸宏 ピアゴ穂積店 店長 アピタ岩倉店 衣料住関副店長 

鈴木 耕士 ピアゴ黒笹店 店長 アピタ鳴海店 業務副店長 

今井 繁博 ピアゴ国府店 店長 
営業統括本部 衣料・住関本部   

ホームファニシング部 チーフバイヤー 

佐野 彰彦 ピアゴ大和店 店長 
業務本部  

総務人事部 チーフマネジャー 

山本 雅文 ピアゴ武豊店 店長 ピアゴ菰野店 店長 

雪丸 峰彦 ピアゴ菰野店 店長 

営業統括本部 食品本部              

ドライ食品部 チーフバイヤー 

兼チーフフィールドマーチャンダイザー 

新實 成人 ピアゴ知立店 店長 アピタ阿久比店 食品副店長 

笹原 清隆 ピアゴ一里山店 店長 ピアゴ鶉店 店長 

伴  聡 ピアゴ鶉店 店長 ピアゴ甚目寺店 店長 

原  淳也 ピアゴ甚目寺店 店長 ピアゴ瑞浪店 食品副店長 

花井 彩由実 業務本部付 部長 ピアゴ知立店 店長 
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（2）出向関連（平成29年 8月 21日付） 

氏 名 新業務 旧業務 

白井 恭幸 カネ美食品株式会社 
営業統括本部                    

食品本部 精肉部長 

以上 


