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   平成30年2月20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 

 

Ⅰ．ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 

(1)監査役の新任（平成30年5月下旬開催の当社定時株主総会後） 

氏 名 新業務 現業務 

青沼 隆之 監査役（社外） － 

 

(2)監査役の退任（平成30年5月下旬開催の当社定時株主総会後） 

岩村 修二 現業務：監査役（社外） 

 

(3)部門長の異動（平成30年3月 1日付）       

氏 名 新業務 現業務 

高柳 徹男 監査室長 ㈱UFI FUTECH 出向 

玉川 哲史 

ＣＳＲ・管理本部 人事部長 

（兼）㈱ファミリーマート  

管理本部 人事部長 

総務人事本部  

ＣＳＲ・コンプライアンス部付部長 

（兼）㈱ファミリーマート  

管理本部 ＣＳＲ・コンプライアンス部長 

髙田 俊明 

ＣＳＲ・管理本部 ＣＳＲ・総務部長 

（兼）㈱ファミリーマート  

管理本部 ＣＳＲ・総務部長 

総務人事本部 法務部付部長 

（兼）㈱ファミリーマート  

管理本部 法務部付部長 
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Ⅱ．株式会社ファミリーマート 

（1）執行役員の異動（平成30年 3月 1日付）       

氏 名 新業務 現業務 

青木 実 

㈱ファミリーマート 

執行役員（※） 

商品･物流･品質管理本部長補佐 

（兼）㈱クリアウォーター津南 

代表取締役社長 

上席執行役員（※） 

商品本部長補佐（兼）商品・マーケティング

部長 

（※）ユニー・ファミリーマートHD及びファミリーマートにおいては、上席執行役員の名称を廃止し、執行役員に変更 

 

（2）シニアオフィサーの異動（平成 30年 3月1日付）       

氏 名 新業務 現業務 

植野 大輔 

シニアオフィサー 

マーケティング本部長 

（兼）マーケティング戦略部長 

（兼）広告販促部長 

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 

市川 透 

シニアオフィサー 

新規事業開発本部 スポーツ・メディカル事

業部長 

シニアオフィサー 

新規事業開発本部 新規アライアンス事業部

長 

（兼）新規事業開発本部 スポーツ・メディカ

ル事業部長 

淺川 龍彦 

シニアオフィサー 

海外事業本部 海外事業部付部長 

（ベトナムファミリーマート出向） 

シニアオフィサー 

海外事業本部付部長 

 

（3）シニアオフィサーの新任（平成 30年 4月1日付）       

氏 名 新業務 現業務 

井上 洋一 
シニアオフィサー 

商品・物流・品質管理本部長補佐 
伊藤忠商事㈱より出向 

桐山 寛史 
シニアオフィサー 

海外事業本部 海外事業部長 
伊藤忠商事㈱より出向 

 

（4）オフィサーの異動（平成30年 3月1日付）       

氏 名 新業務 現業務 

奥友 賢治 
オフィサー 

システム本部 店舗システム部長 
システム本部付部長 

田代 明 

オフィサー 

システム本部 システム基盤構築部長 

（兼）システム本部 本部システム部長 

オフィサー 

システム本部 システム基盤構築部長 

田中 栄一 
オフィサー 

システム本部 システムソリューション部長 

オフィサー 

システム本部 システム運用部長 
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井原 義浩 
オフィサー 

商品・物流・品質管理本部 商品業務部長 

オフィサー 

商品本部 商品業務部長 

小島 俊一 
オフィサー 

商品・物流・品質管理本部 地区ＭＤ部長 

オフィサー 

商品本部 サービス・雑誌部長 

富樫 信人 

オフィサー 

商品・物流・品質管理本部 生活デイリー部

長 

オフィサー 

商品本部 生活デイリー部長 

高村 純一 

オフィサー 

商品・物流・品質管理本部 チケット・サービ

ス部長 

オフィサー 

㈱UFI FUTECH出向 

加藤 和幸 
オフィサー 

営業本部付部長 

オフィサー 

海外事業本部 海外事業部付部長 

（タイファミリーマート出向） 

中村 弘之 
オフィサー 

営業本部 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 

（兼）営業本部 ＣＫＳ店舗運営業務部長 

今木 耕司 
オフィサー 

開発本部付部長 

オフィサー 

統合本部付部長 

武藤 良一 
オフィサー 

開発本部 統合推進部付部長 

オフィサー 

統合本部 統合推進部付部長 

佐藤 進一 
オフィサー 

開発本部 管財業務部長 

オフィサー 

営業本部 管財業務部長 

藤本 洋司 

オフィサー 

海外事業本部 海外事業部付部長 

（台湾ファミリーマート出向） 

オフィサー 

海外事業本部 海外事業部付部長 

星 利幸 
オフィサー 

湘南・静岡ディストリクト統括部長 

オフィサー 

兵庫・岡山ディストリクト統括部長 

仁村 孝博 
オフィサー 

東海第１ディストリクト統括部長 

オフィサー 

東海第３ディストリクト副統括部長 

 

（5）部門長の異動（平成30年3月 1日付）       

氏 名 新業務 現業務 

武蔵 芳枝 
お客様相談室長 

（兼）加盟店相談室長 
物流・品質管理本部 品質管理部長 

竹内 功二 総合企画部 関係会社管理室長 総合企画部 関係会社管理室付部長 

奥原 英幸 
新規事業開発本部 金融事業部長 

（兼）㈱UFI FUTECH出向 
新規事業開発本部 金融事業部長 
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朝雄 健一郎 
新規事業開発本部 新規アライアンス事業部

長 
神奈川ディストリクト副統括部長 

森 丈生 システム本部 サービスシステム部長 ㈱UFI FUTECH 

今西 忠広 商品・物流・品質管理本部 商品企画部長 商品本部付部長 

木下 紀之 商品・物流・品質管理本部 デリカ食品部長 商品本部 デリカ食品部長 

島田 奈奈 
商品・物流・品質管理本部 ファストフーズ部

長 
商品本部 ファストフーズ部長 

峯 孝之 
商品・物流・品質管理本部 加工食品・飲料

部長 
商品本部 加工食品・飲料部長 

吉野 正洋 
商品・物流・品質管理本部  

日用品・ヘルスケア・雑誌部長 
商品本部 日用品・ヘルスケア部長 

大野 泰 商品・物流・品質管理本部 物流企画部長 物流・品質管理本部 物流企画部長 

中田 順吉 商品・物流・品質管理本部 物流運行部長 物流・品質管理本部 物流運行部長 

髙島 裕一 商品・物流・品質管理本部 品質管理部長 
お客様相談室長 

（兼）加盟店相談室長 

中山 弘幸 開発本部 統合管理部長 統合本部 統合管理部長 

田中 邦和 開発本部 統合推進部長 統合本部 統合推進部長 

中村 幸恵 管理本部 ダイバーシティ推進部長 ダイバーシティ推進室長 

玉川 哲史 管理本部 人事部長 管理本部 ＣＳＲ・コンプライアンス部長 

髙田 俊明 管理本部 ＣＳＲ・総務部長 管理本部 法務部付部長 

笽島 高明 東海第３ディストリクト統括部長 東海第３ディストリクト副統括部長 
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中島 新一 兵庫・岡山ディストリクト統括部長 関西第２ディストリクト副統括部長 

 

（6）部門長の新任（平成30年3月 1日付）       

氏 名 新業務 現業務 

井上 博之 マーケティング本部 事業開発部長 
総合企画部 マーケティング室  

次世代マーケティンググループマネジャー 
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Ⅲ．ユニー株式会社 

(1)部長・店長及び支配人の異動（平成 30年 2月21日付） 

氏 名 新業務 現業務 

花井 彩由実 業務本部 ＣＳＲ部長 業務本部付部長 

松下 絵美 業務本部付部長 アピタ瀬戸店 店長 

吉牟田 健二 
営業統括本部  

営業企画部 アミューズメント担当部長 

経営企画本部  

経営政策部 アミューズメント担当部長 

竹田 光宏 
営業統括本部  

営業企画部 カルチャー担当部長 

経営企画本部  

経営政策部 カルチャー担当部長 

喜多 一三 
営業統括本部  

営業企画部 新規事業担当部長 

経営企画本部  

経営政策部 新規事業担当部長 

岡安 芳克 
営業統括本部 開発本部  

管財部 ユーライフ担当部長 

営業統括本部 開発本部  

ユーライフ部長 

瀬口 博 
営業統括本部 テナント本部  

企画部長 
アピタ稲沢店 店長 

宮野入 儀久 

営業統括本部 テナント本部 

開発導入部 東日本担当部長 

(兼)関東営業部 テナント担当部長 

営業統括本部  

関東営業部 テナント担当部長 

井上 隆司 
営業統括本部 衣料・住関本部  

ピアゴ衣料担当部長 

営業統括本部 衣料・住関本部  

子供ベビー・靴服飾部長 

田宮 充 
営業統括本部 食品本部  

惣菜プロジェクト担当部長 
営業統括本部付部長 

伊藤 佳司 
営業統括本部 食品本部  

惣菜プロジェクト担当部長 
営業統括本部 食品本部付部長 

竹之内 栄生 
営業統括本部 食品本部  

ピアゴ担当部長 

営業統括本部 食品本部  

ドライ食品部長 

勝野 真二 
営業統括本部 食品本部 

ドライ食品部長 
アピタ新守山店 店長 

今井 善広 
営業統括本部 食品本部  

鮮魚部長 

営業統括本部 食品本部  

プロセスセンター管理部長 
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腰  和則 

営業統括本部 食品本部  

プロセスセンター管理部長 

(兼)瀬戸プロセスセンター長 

営業統括本部 食品本部  

プロセスセンター管理部 

瀬戸プロセスセンター長 

彦野 公一 
営業統括本部  

北陸営業部 営業管理担当部長 
アピタ金沢店 店長 

清水 秀明 アピタ市原店 店長 
業務本部  

総務人事部付部長 

小野 亨太 アピタ静岡店 店長 
営業統括本部  

山静営業部 住関担当部長 

橋本 武志 アピタ金沢店 店長 
営業統括本部  

北陸営業部 営業管理担当部長 

的場  建 アピタ松任店 店長 アピタ砺波店 店長 

久保  洋 アピタ砺波店 店長 アピタ富山店 店長 

中村  智 アピタ富山店 店長 ピアゴ小矢部店 店長 

横尾  剛 アピタ西大和店 店長 アピタ松阪三雲店 店長 

河合 昌樹 アピタ松阪三雲店 店長 ピアゴ ラフーズコア桜山店 店長 

水谷 秀幸 ピアゴ久保田店 店長 ピアゴ浅草店 店長 

水谷  修 ピアゴ阿倉川店 店長 ピアゴ星川店 店長 

宮下 智治 アピタ飯田店 店長 ピアゴ大清水店 店長 

鈴木 浩美 アピタ各務原店 店長 アピタ木曽川店 店長 

朱宮 伸治 アピタ木曽川店 店長 リーフウォーク稲沢 支配人 
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浅野 克宏 リーフウォーク稲沢 支配人 アピタ東海通店 店長 

池田  豊 アピタ稲沢店 店長 ピアゴ阿倉川店 店長 

佐藤 英高 ピアゴ西春店 店長 ピアゴ八剱店 店長 

松尾 真司 ピアゴ八剱店 店長 
営業統括本部 食品本部  

ピアゴ食品担当部長 

夫馬 功雄 ピアゴ気噴店 店長 ピアゴ篠木店 店長 

伊藤 直樹 ピアゴ篠木店 店長 優友（上海）有限商貿公司出向 

杉村 雅志 ピアゴ佐屋店 店長 

営業統括本部 衣料・住関本部  

ハウスウエア＆エレクトリック部  

ハウスリフォーム担当部長 

石川 光昭 アピタ新守山店 店長 ピアゴ佐屋店 店長 

今井 繁博 アピタ瀬戸店 店長 ピアゴ国府店 店長 

鈴木 健司 ピアゴ豊明店 店長 ピアゴ印場店 店長 

浅井 達也 ピアゴ印場店 店長 アピタ豊田元町店 店長 

鈴木 道孝 アピタ刈谷店 店長 ピアゴ福釜店 店長 

髙島 嘉博 ヴェルサウォーク西尾 支配人 ピアゴ幸田店 店長 

東  広美 ピアゴ福釜店 店長 ピアゴ豊明店 店長 

鷲見 賢一 ピアゴ ラフーズコア桜山店 店長 ピアゴ西春店 店長 

江間 俊明 ピアゴ ラフーズコア正保店 店長 ㈱９９イチバ出向 
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（2）部長・店長及び支配人の新任（平成30年2月21日付） 

氏 名 新業務 現業務 

竹中 友浩 
営業統括本部 衣料・住関本部 

レディス部長 

営業統括本部 衣料・住関本部 

レディス部 チーフバイヤー 

松田 明久 
営業統括本部 衣料・住関本部  

子供ベビー・靴服飾部長 

営業統括本部 衣料・住関本部  

子供ベビー・靴服飾部 チーフバイヤー 

竹内 敦史 
営業統括本部  

山静営業部 住関担当部長 

営業統括本部 衣料・住関本部 

ヘルス＆ビューティ部 チーフバイヤー 

奥村 真司 
営業統括本部  

北陸営業部 開発担当部長 

営業統括本部 開発本部 

管財部 チーフマネジャー 

藤原 哲也 
営業統括本部  

北陸営業部 衣料担当部長 
アピタ福井大和田店 衣料副店長 

米田 浩章 ピアゴ小矢部店 店長 アピタ福井大和田店 住関副店長 

三井  悟 ピアゴ各務原店 店長 アピタ岐阜店 業務副店長 

一柳 圭作 ピアゴ大清水店 店長 アピタ大口店 食品副店長 

宮田 健詞 ピアゴ東栄店 店長 
業務本部  

総務人事部付 チーフマネジャー 

林  則幸 ピアゴ幸田店 店長 アピタ桑名店 食品副店長 

柳田 宗男 ピアゴ豊川店 店長 アピタ稲沢店 衣料副店長 
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Ⅳ．㈱UFI FUTECH 

(1)代表取締役社長の異動（平成 30年3月1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

塚本 直吉 

（※） 

代表取締役社長 

（兼）ユニー・ファミリーマートホールディング

ス㈱ 

常務執行役員 

ＣＩＯ（兼）ＩＴ推進本部長（兼）ＣＶＳシステム

部長（兼）次世代プロジェクト室長 

（兼）㈱ファミリーマート 取締役 常務執行

役員 システム本部長 

取締役 

（兼）ユニー・ファミリーマートホールディング

ス㈱ 

常務執行役員 

ＣＩＯ（兼）ＩＴ推進本部長（兼）ＣＶＳシステム

部長 

（兼）㈱ファミリーマート 取締役 常務執行

役員 システム本部長 

（※）塚本直吉は、平成 30年 5月下旬開催の当社定時株主総会後、ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱取

締役に就任予定。 

 

(2)取締役の異動（平成30年3月 1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

玉巻 裕章 

（※） 

取締役 副社長 

（兼）ユニー・ファミリーマートホールディング

ス㈱ 

常務執行役員 

プロジェクト担当 

取締役 専務執行役員 

（兼）㈱ファミリーマート 

取締役 常務執行役員 

新規事業開発本部長 

（※）玉巻裕章は、平成 30年 5月下旬開催の当社定時株主総会後、ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱取

締役に就任予定。 

 

(3) 取締役の新任（平成30年 3月 1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

殿村 猛 
取締役 執行役員 

経営企画管理統括（兼）経営管理室長 
経営管理本部長（兼）企画業務部長 

藏田 一郎 
取締役 執行役員 

決済物流事業統括 

執行役員 

経営企画戦略室長 

 

(4) 監査役の新任（平成30年 3月 1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

三澤 健司 監査役 

㈱ファミリーマート 

上席執行役員 

システム本部 システム開発部長 
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Ⅴ．㈱ファミマ・リテール・サービス 

○代表取締役社長の異動（平成 30年3月1日付） 

氏 名 新業務 現業務 

杉浦 真 代表取締役社長 

㈱ファミリーマート 

上席執行役員 

管理本部 総務人事部長 

 

 

Ⅵ．ＵＤリテール㈱ 

○店長の新任（平成30年2月 21日付） 

氏 名 新業務 現業務 

村松 史朗 MEGAドン・キホーテUNY大口店 店長 
ユニー㈱ ピアゴ大口店 店長 

（兼）UFDプロジェクト室  

杉本 晃男 MEGAドン・キホーテUNY座間店 店長 
ユニー㈱ ピアゴ座間店 店長 

（兼）UFDプロジェクト室  

横山 秀樹 MEGAドン・キホーテUNY東海通店 店長 ユニー㈱ UFDプロジェクト室  

田辺 憲正 MEGAドン・キホーテUNY星川店 店長 ユニー㈱ UFDプロジェクト室 

墨  康秀 MEGAドン・キホーテUNY豊田元町店 店長 ユニー㈱ UFDプロジェクト室 

平田 康弘 MEGAドン・キホーテUNY国府店 店長 ユニー㈱ UFDプロジェクト室 

 

以上 


