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２００８年度上期人事のお知らせ 
 
 株式会社ファミリーマート（本社 東京都豊島区／代表取締役社長 上田準二）は、本日開催の取締

役会において、２００８年度上期の取締役、執行役員、及び審議役人事を決定いたしましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
 
１．取締役の昇格（2008 年 3 月 1日付） 

  

横田 孝行 専務取締役 専務執行役員 
商品本部長 

常務取締役 常務執行役員 
商品本部長 

 
 
２．執行役員の昇格（2008 年 3 月 1日付） 
上野 和成 上席執行役員 

東京第１ディストリクト部長 
執行役員 
東京第１ディストリクト部長 

伊藤 勝夫 上席執行役員 
東京第３ディストリクト部長 

執行役員 
東京第３ディストリクト部長 

植杉 正孝 上席執行役員 
関西第２ディストリクト部長 

執行役員 
関西第２ディストリクト部長 

 
 
３．執行役員の新任（2008 年 3 月 1日付）（経歴書添付） 

氏名 新役職・新業務 旧役職・旧業務 
市川  透 執行役員 

マーケティング室長 
審議役 
マーケティング室長 

牛丸 重幸 執行役員 
中国ディストリクト部長 

審議役 
中国ディストリクト部長 

中平 義人 執行役員 
関西第３ディストリクト部長 

審議役 
関西第３ディストリクト部長 

 
 
 
 
 
 



４．審議役の新任（2008 年 3 月 1日付） 
天野 正章 審議役 

北関東ディストリクト部長 
 
北関東ディストリクト部長 

坂崎 佳樹 審議役 
埼玉ディストリクト部長 

 
埼玉ディストリクト部長 

丸山 直美 審議役 
地区ＭＤ部長 

 
地区ＭＤ部長 

三浦 英樹 審議役 
店舗運営業務部長（兼）直営店事業部長

 
店舗運営業務部長（兼）直営店事業部長 

倉又 輝夫 審議役 
経理財務部長 

 
経理財務部長 

 

 

５．取締役の新任（2008 年 5 月開催定時株主総会後）（経歴書添付） 
 
高田 基生 取締役 常務執行役員 

総合企画部長（兼）経営企画室長 
常務執行役員 
総合企画部長（兼）経営企画室長 

 
 

６．取締役の退任（2008 年 5 月開催定時株主総会後） 
  
 常務取締役    常務執行役員    浦元 康彦 
（なお、浦元康彦氏は、２００８年１月１６日付けで、 

株式会社ファミマ・ドット・コム代表取締役社長に就任しております。） 
  

以上 



略歴

市川
い ち か わ

 透
とおる

1959年4月23日生
出身地：埼玉県

1982年3月 獨協大学外国語学部卒業

1985年12月 ㈱ファミリーマート入社

1991年9月 埼玉群馬営業部 熊谷営業事務所長

1994年3月 関西地区事業部 関西第一営業部 堺営業事務所長

1997年3月 運営本部 関西ゾーン 住吉エリアマネジャー

1999年3月 運営本部 北関東第二ゾーン 大宮エリアマネジャー（兼）浦和エリアマネジャー

2000年3月 北関東リージョン 大宮エリアマネジャー（兼）浦和エリアマネジャー

2000年6月 ㈱ファミマ・ドット・コム（専務取締役）

2001年9月 営業企画本部 Ｅ－Ｒｅｔａｉｌ・サービス部長代行

（兼）㈱ファミマ・ドット・コム（専務取締役）

2002年3月 営業企画本部 Ｅ－Ｒｅｔａｉｌビジネス部長

（兼）㈱ファミマ・ドット・コム（専務取締役）

2003年3月 東海第１ディストリクト部長

2005年3月 東北第２ディストリクト長

2007年3月 総合企画本部 マーケティング部 ディストリクト業務室長

2007年12月 総合企画部 マーケティング室長

以上

学　歴

職　歴



略歴

牛丸
う し ま る

 重幸
し げ ゆ き

1958年2月27日生
出身地：愛知県

1980年3月 南山大学経済学部卒業

1987年8月 中部ファミリーマート入社

1991年3月 中部ファミリーマート　開発部　開発三課長

1992年3月 中部ファミリーマート　開発部　開発二課長

1993年3月 中部ファミリーマート　開発部　西三河担当課長

1995年9月 合併により当社へ転籍

1996年3月 開発本部 中部開発部 一課長

1999年11月 開発本部 南関東開発部 一課長

2000年3月 南関東リージョン 開発一課長

2002年9月 南関東リージョン 開発部長

2003年3月 関西第２ディストリクト部長代行

2004年3月 九州第１ディストリクト部長

2006年9月 中国ディストリクト部長

以上

学　歴

職　歴



略歴

中平
な か ひ ら

 義人
よ し ひ と

1959年6月5日生
出身地：大阪府

1978年3月 大阪府立西野田工業高等学校卒業

1988年7月 ㈱ファミリーマート入社

1994年3月 関西地区事業部 関西第一営業部 新大阪営業事務所長

1997年3月 運営本部 関西ゾーン 塚口エリアマネジャー

1998年3月 運営本部 関西ゾーン 西宮エリアマネジャー

2000年3月 関西リージョン 西宮エリアマネジャー

2001年3月 山陽瀬戸内リージョン 運営部 広島エリアマネジャー

2002年3月 南関東リージョン 運営部 川崎エリアマネジャー

2003年3月 オペレーション本部 オペレーションサポート部長

2003年9月 オペレーション本部 オペレーションサポート部長（兼）ＦＣ研修部長

2003年11月 オペレーション本部 オペレーションサポート部長

2004年3月 オペレーション本部 オペレーション企画部長（兼）ＳＶサポート部長

2005年3月 オペレーション本部 オペレーション企画部長

2005年9月 関西第３ディストリクト部長

以上

学　歴

職　歴



新任取締役略歴

高田
た か だ

 基生
も と お

1963年2月5日生
出身地：東京都

1985年3月 日本獣医畜産大学獣医畜産学部卒業

1985年4月 株式会社ファミリーマート　入社

1993年3月 静岡山梨営業部　静岡営業所長

1996年9月 ファミリーマートユニオン労働組合　中央執行委員長

2001年3月 リージョン戦略室マネジャー

2003年3月 総合企画部経営企画室長

2004年3月 執行役員　総合企画部経営企画室長

2005年9月 執行役員　総合企画部経営企画室長

（兼）商品本部サービス・エンターテイメント統括

　　　株式会社ファミマ・ドット・コム　代表取締役社長

2006年3月 常務執行役員　総合企画部経営企画室長

（兼）商品本部ライフ・コンテンツ統括

　　　株式会社ファミマ・ドット・コム　代表取締役社長

2007年3月 常務執行役員　総合企画本部経営企画室長

（兼）同上

2007年12月 常務執行役員　総合企画部長

（兼）経営企画室長

　　　株式会社ファミマ・ドット・コム　代表取締役社長

2008年1月 常務執行役員　総合企画部長

（兼）経営企画室長

以上

学　歴

職　歴
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