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ファーストリテイリンググループ経営体制について 

 

 平成 25年 11月 1日付のファーストリテイリンググループ経営体制をお知らせいたします。 
 

記 

 

【ファーストリテイリンググループ グループ執行役員一覧】（平成 25年 11月 1日付） 

氏名  役職 

柳井 正 やない ただし グループＣＥＯ 

大笘 直樹 おおとま なおき グループ上席執行役員 

堂前 宣夫 どうまえ のぶお グループ上席執行役員 

中嶋 修一 なかじま しゅういち グループ上席執行役員 

潘 寧 パン ニン グループ上席執行役員 

横濱 潤 よこはま じゅん グループ上席執行役員 

岡﨑 健 おかざき たけし グループ上席執行役員 

柚木 治 ゆのき おさむ グループ上席執行役員 

國井 圭浩 くにい よしひろ グループ上席執行役員 

若林 隆広 わかばやし たかひろ グループ上席執行役員 

Andrew Rosen アンドリュー ローゼン グループ執行役員 

中島 徹郎 なかしま てつろう グループ執行役員 

Lynda Tyler リンダ タイラー グループ執行役員 

Yoram Arieven ヨーラム アリヴァン グループ執行役員 

Melissa Wallace メリッサ ウォーレス グループ執行役員 

Berndt Hauptkorn ベーント ハウプトコーン グループ執行役員 

畑 誠 はた まこと グループ執行役員 

Jeff Rudes ジェフ ルーズ グループ執行役員 

Larry Meyer ラリー マイアー グループ執行役員 

LeAnn Nealz リアン ニールズ グループ執行役員 

Nancy Pedot ナンシー ペドット グループ執行役員 

John Fleming ジョン フレミング グループ執行役員 

勝田 幸宏 かつた ゆきひろ グループ執行役員 

桑原 尚郎 くわはら たかお グループ執行役員 

小竹 伸 おだけ しん グループ執行役員 

果瀬 聡 はたせ さとし グループ執行役員 

宮坂 彰一 みやさか しょういち グループ執行役員 

新田 幸弘 にった ゆきひろ グループ執行役員 

永井 弘 ながい ひろし グループ執行役員 

Ivo Vliegen イヴォ ヴリーゲン グループ執行役員 

高松 越百 たかまつ こすも グループ執行役員 

高坂 武史 こうさか たけし グループ執行役員 

宇佐美 潤祐 うさみ じゅんすけ グループ執行役員 

柳井 一海 やない かずみ グループ執行役員 

大木 満 おおき みつる グループ執行役員 

内田 博之 うちだ ひろゆき グループ執行役員 

柳井 康治 やない こうじ グループ執行役員 

折笠 時雄 おりかさ ときお グループ執行役員 

Steven Sare スティーブン セア グループ執行役員 



 

 

【その他主なグループ事業の責任者】（平成 25年 11月 1日付） 

ユニクロ事業 氏名  役職 

日本 
柳井 正 やない ただし Group CEO 

果瀬 聡 はたせ さとし COO 

韓国 
洪 性浩 ホン ソンホ Co-CEO 

若林 隆広 わかばやし たかひろ Co-CEO 

中国 
潘 寧 パン ニン CEO 

高坂 武史 こうさか たけし COO 

香港 
潘 寧 パン ニン CEO 

宮川 賢一 みやかわ けんいち COO 

台湾 
若林 隆広 わかばやし たかひろ CEO 

滝 寛志 たき ひろし COO 

アジアパシフィック 大笘 直樹 おおとま なおき CEO 

 
シンガポール 

Albert Chew アルバート チュー Co-CEO 

 小野口 悟 おのぐち さとし Co-CEO 

 マレーシア 小野口 悟 おのぐち さとし CEO 

 タイ 西村 隆寛 にしむら たかひろ COO 

 フィリピン 久保田 勝美 くぼた かつみ COO 

 インドネシア 林 泰寛 はやし やすひろ COO 

 オーストラリア 真田 秀信 さなだ ひでのぶ COO 

欧州 Berndt Hauptkorn ベーント ハウプトコーン CEO 

 英国 桑原 尚郎 くわはら たかお CEO 

 フランス Berndt Hauptkorn ベーント ハウプトコーン CEO 

 ロシア Berndt Hauptkorn ベーント ハウプトコーン CEO 

米国 
堂前 宣夫 どうまえ のぶお CEO 

Larry Meyer ラリー マイアー COO 

バングラデシュ（ソーシャルビジネス） 
新田 幸弘 にった ゆきひろ CEO 

山口 忠洋 やまぐち ただひろ COO 

 
 

リンク・セオリー事業 氏名  役職 

グローバル 
柳井 一海 やない かずみ Global Chairman 

Andrew Rosen アンドリュー ローゼン Global CEO 

日本 
柳井 一海 やない かずみ Chairman 

畑 誠 はた まこと CEO 

 
 

コントワー・デ・コトニエ事業 
氏名  役職 

Nancy Pedot ナンシー ペドット CEO 

 

プリンセス タム・タム事業 

氏名  役職 

Nancy Pedot ナンシー ペドット CEO 

Pierre Arnaud Grenade ピエアノー グラナード COO 

 
 

ジーユー事業 
氏名  役職 

柚木 治 ゆのき おさむ CEO 

 
 

Ｊブランド事業 氏名  役職 

グローバル Jeff Rudes ジェフ ルーズ CEO 

日本 小竹 伸 おだけ しん CEO 

 
 
 
 
 



 

持株会社 氏名  役職 

日本 柳井 正 やない ただし Group CEO 

シンガポール 

大笘 直樹 おおとま なおき CEO 

宮坂 彰一 みやさか しょういち Deputy CEO 

小野口 悟 おのぐち さとし COO 

フランス 
堂前 宣夫 どうまえ のぶお Co-CEO 

横濱 潤 よこはま じゅん Co-CEO 

米国 
堂前 宣夫 どうまえ のぶお CEO 

Yoram Arieven ヨーラム アリヴァン COO 

 

 【株式会社ファーストリテイリングの取締役・監査役】（平成 25年 11月 1日付） 

氏名  役職 

柳井 正 やない ただし 代表取締役会長兼社長 

半林 亨 はんばやし とおる 取締役（社外） 

服部 暢達 はっとり のぶみち 取締役（社外） 

村山 徹 むらやま とおる 取締役（社外） 

新宅 正明 しんたく まさあき 取締役（社外） 

名和 高司 なわ たかし 取締役（社外） 

田中 明 たなか あきら 常勤監査役 

新庄 正明 しんじょう まさあき 常勤監査役 

安本 隆晴 やすもと たかはる 監査役（社外） 

渡邊 顯 わたなべ あきら 監査役（社外） 

金子 圭子 かねこ けいこ 監査役（社外） 

 

  注：半林、服部、村山、新宅、名和の各氏は、会社法第 2条 15号に定める社外取締役です。 
    安本、渡邊、金子の各氏は、会社法第 2条 16号に定める社外監査役です。 

  

 【株式会社ユニクロの取締役・監査役】（平成 25年 11月 1日付） 
 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

注：安本、金子の両氏は、会社法第 2条 16号に定める社外監査役です。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名  役職 

柳井 正 やない ただし 代表取締役会長兼社長 

大笘 直樹 おおとま なおき 取締役 

堂前 宣夫 どうまえ のぶお 取締役 

中嶋 修一 なかじま しゅういち 取締役 

若林 隆広 わかばやし たかひろ 取締役 

浦 利治 うら としはる 常勤監査役 

岩村 清美 いわむら きよみ 常勤監査役 

安本 隆晴 やすもと たかはる 監査役（社外） 

金子 圭子 かねこ けいこ 監査役（社外） 


