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   平成30年8月9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） 

    

    

 

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、組織改編及び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．株式会社ファミリーマート 

1．組織改編（平成 30年 9月 1日付） 

【営業本部】 

○ディストリクトの新設 

・「東京第３ディストリクト」及び「東海第４ディストリクト」を新設。現状 24 ディストリクトから 2 ディストリクト新設し、   

26ディストリクト体制とする。 

【システム本部】 

○システムソリューション部の再編 

・「海外システム推進部」を廃止し、業務を「システムソリューション部」に移管。 

【新規事業開発本部】 

○スポーツ・メディカル事業部の名称変更・再編 

・「スポーツ・メディカル事業部」を「インキュベーション部」に名称変更。 

 

2．人事異動 

（1）取締役の異動（平成30年9月 1日付）       

氏 名 新業務 現業務 

西脇 幹雄 

取締役 執行役員 

経理財務本部長 

（兼）経理財務本部 財務部長 

取締役 執行役員 

経理財務本部長 

 

（2）執行役員の異動（平成30年 9月 1日付）       

氏 名 新業務 現業務 

村井 律夫 

執行役員 

営業本部長補佐 

（兼）営業本部 営業推進部長 

執行役員 

営業本部長補佐 

（兼）営業本部 店舗サポート部長 
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（3）シニアオフィサーの異動（平成 30年 9月1日付）       

氏 名 新業務 現業務 

市川 透 

シニアオフィサー 

新規事業開発本部 

インキュベーション部長 

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 

 

（4）オフィサーの異動（平成30年 9月1日付）       

氏 名 新業務 現業務 

田代 明 

（兼務解除） 

オフィサー 

システム本部 システム基盤構築部長 

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 

 

（5）部門長の異動（平成30年9月 1日付）       

氏 名 新業務 現業務 

友井 克己 新規事業開発本部 アライアンス部長 新規事業開発本部付部長 

川口 卓司 システム本部 本部システム部長 システム本部 海外システム推進部長 

永井 雄一 営業本部 店舗サポート部長 営業本部 店舗サポート部付部長 

松平 佳樹 東京第３ディストリクト統括部長 多摩・甲信ディストリクト副統括部長 

成田 祥之 東海第３ディストリクト統括部長 東海第１ディストリクト副統括部長 

笽島 高明 東海第４ディストリクト統括部長 東海第３ディストリクト統括部長 

谷口 賢二 九州第２ディストリクト統括部長 営業本部 営業推進部長 

 

 

 

Ⅱ．ユニー株式会社 

（1）執行役員の異動（平成３０年 8月21日付）       

氏 名 新業務 現業務 

近藤 英樹 

執行役員（※） 

営業統括本部 開発本部長 

（兼）店舗開発部長 

上席執行役員（※） 

営業統括本部 開発本部長 

渡邉 昌彦 
執行役員（※） 

営業統括本部 ＥＣビジネス部担当 

上席執行役員（※） 

営業統括本部 食品本部長 

河野 琢真 

（兼務解除） 

執行役員（※） 

営業統括本部 テナント本部長 

上席執行役員（※） 

営業統括本部 テナント本部長 

（兼）ＥＣビジネス部担当 

（※）ユニーにおいては、上席執行役員の名称を廃止し、執行役員に変更 
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（2）執行役員の新任（平成３０年 8月21日付）       

氏 名 新業務 現業務 

酒井 宏 
執行役員 

営業統括本部 食品本部長 
ＵＤリテール㈱ 出向 

 

（3）部長・店長及び支配人の異動（平成３０年8月21日付）       

氏 名 新業務 現業務 

村沢 昭彦 ＵＦＤプロジェクト室 開店準備委員長 アピタ高森店 店長 

大武 一文 ＵＦＤプロジェクト室 開店準備委員長 ピアゴ碧南東店 店長 

松下 絵美 
業務本部 総務人事部長 

（兼）ＵＦＤプロジェクト室 担当部長 
業務本部付部長 

山田  準 
営業統括本部 営業企画部長 

（兼）ＵＦＤプロジェクト室 担当部長 
ラザウォーク甲斐双葉 支配人 

嶋田 大蔵 
営業統括本部 食品本部  

ピアゴ食品担当部長 
ピアゴ妙興寺店 店長 

中世古 匡也 
営業統括本部 食品本部  

青果部長 
アピタ精華台店 店長 

腰  和則 

（兼務解除） 

営業統括本部 食品本部  

プロセスセンター管理部長 

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 

横山 和弘 
営業統括本部 

山静営業部 開発担当部長 

営業統括本部 開発本部  

店舗開発部長 

横山 大樹 
営業統括本部  

北陸営業部 業務管理担当部長 
アピタ富山東店 店長 

矢次  稔 アピタ長津田店 店長 アピタ高崎店 店長 

影山 守央 ラザウォーク甲斐双葉 支配人 
営業統括本部 

山静営業部 開発担当部長 

諸江 貴浩 アピタ富山東店 店長 アピタ福井大和田店 店長 

新宅 孝明 アピタ福井大和田店 店長 ピアゴ丸岡店 店長 

河上  剛 ピアゴ丸岡店 店長 
営業統括本部 食品本部  

青果部長 

下平 一夫 レイクウォーク岡谷 支配人 アピタ伊那店 店長 

古川 裕晃 アピタ岐阜店 店長 ピアゴ守山店 店長 

古田 直樹 テラスウォーク一宮 支配人 アピタ岐阜店 店長 
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井戸 新二 アピタ稲沢店 店長 レイクウォーク岡谷 支配人 

日比野 臣也 アピタ高蔵寺店 店長 アピタ美濃加茂店 店長 

竹之内 栄生 ポートウォークみなと 支配人 
営業統括本部 食品本部  

ピアゴ食品担当部長 

吉田  博 アピタ鳴海店 店長 ピアゴ ラフーズコアアラタマ店 店長 

石原 清文 アピタ東海荒尾店 店長 ピアゴ ラフーズコア柴田店 店長 

石田 義博 ピアゴ清水山店 店長 アピタ鳴海店 店長 

鶴見 秀人 ヒルズウォーク徳重ガーデンズ 支配人 アピタ東海荒尾店 店長 

永田 耕司 ピアゴ ラフーズコアアラタマ店 店長 ピアゴ東員店 店長 

池田  豊 ＵＤリテール㈱ 出向 アピタ稲沢店 店長 

 

（4）部長・店長及び支配人の新任（平成３０年8月21日付）       

氏 名 新業務 現業務 

土屋  明 

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 

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 副センター長 

杉本 晃男 ベニバナウォーク桶川 支配人 

営業統括本部  

関東営業部 チーフフィールドマーチャン 

ダイザー （ドライ食品担当） 

加藤 克正 アピタ高崎店 店長 アピタ足利店 衣料副店長 

荒岡 裕之 アピタ磐田店 店長 アピタ浜北店 食品副店長 

永冶 成宏 アピタ精華台店 店長 

営業統括本部 衣料・住関本部  

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 

吉崎 光治 ピアゴ東員店 店長 アピタ松阪三雲店 食品副店長 

池口 知宏 アピタ高森店 店長 アピタ高森店 食品副店長 

辻  浩幸 アピタ伊那店 店長 アピタ岡崎北店 住関副店長 

長谷部 匡哉 アピタ美濃加茂店 店長 アピタ美濃加茂店 住関副店長 
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澤頭 篤史 ピアゴ守山店 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 

大塚 秀秋 アピタ岩倉店 店長 アピタ向山店 衣料副店長 

伊藤 弘一 ピアゴ十四山店 店長 アピタ長久手店 衣料副店長 

後藤  淳 ピアゴ妙興寺店 店長 アピタ各務原店 衣料副店長 

岩田 真二 ピアゴ阿久比北店 店長 アピタ港店 食品副店長 

土屋 博昭 ピアゴ碧南東店 店長 

営業統括本部 衣料・住関本部  

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 

小島 康弘 ピアゴ ラフーズコア長久手南店 店長 アピタ各務原店 食品副店長 

須藤 匡人 ピアゴ ラフーズコア柴田店 店長 ピアゴ阿倉川店 営業副店長 

 

以上 


