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平成27年3月19日

▼株式会社長谷工コーポレーション

[１]人事異動

（発令日：平成２７年４月１日）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

【営業部門】

▽第一事業部営業1部長 (第一事業部営業2部長) 三浦 研二

▽第一事業部営業2部長 (第一事業部営業1部 ﾁｰﾌ) 後藤 史晴

▽第三事業部 副事業部長 (第一事業部営業1部長) 伊東 裕

▽第三事業部営業1部長
(関西営業部門第二事業部営業2部
長)

藤澤 謹吾

▽横浜支店不動産1部長 (横浜支店不動産2部長) 小林 典彦

▽横浜支店不動産2部長 (第一事業部不動産2部長) 友澤 裕樹

【開発推進部門】

▽副部門長 (開発推進5部長) 宮西 政司

▽開発推進1部長 (開発推進1部 担当部長) 狩野 祐司

▽開発情報部長 (開発推進1部長) 小島 隆

【都市開発部門】

▽住宅開発事業部事業推進3部長
(住宅開発事業部事業推進2部 担当
部長)

柿原 哲也

▽都市開発事業部不動産部･情報開
発部 統括部長

(都市開発事業部情報開発部長) 田村 博仁

▽都市開発事業部情報開発部長
(ﾏﾝｼｮﾝ再生事業部建替推進2部 担当
部長)

浜田 忠彦

▽ﾏﾝｼｮﾝ再生事業部 ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ営業
部･企画管理部･建替･ﾘﾌｫｰﾑ相談室
統括部長

(ﾏﾝｼｮﾝ再生事業部ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ営業部
長)

小川 友博

▽ﾏﾝｼｮﾝ再生事業部企画管理部長 兼
建替･ﾘﾌｫｰﾑ相談室長

(ﾏﾝｼｮﾝ再生事業部企画管理部 担当
部長)

粟飯原 恵子

株式会社 長谷工コーポレーション

人事異動について
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【建設部門】

▽第一施工統括部 上席総合所長 (第一施工統括部建設3部長) 日下部 幹司

▽第一施工統括部建設3部長 (第一施工統括部 総合所長) 鈴木 敏之

▽第一施工統括部 総合所長 (第一施工統括部建設3部 上席所長) 若井 勇男

▽第一施工統括部 総合所長 (第一施工統括部建設3部 上席所長) 籠島 巧

▽第一施工統括部 総合所長 (第一施工統括部建設2部 上席所長) 塩道 幸男

▽第一施工統括部 総合所長 (第一施工統括部建設3部 上席所長) 有吉 敏夫

▽第二施工統括部 総合所長 (第二施工統括部建設1部 上席所長) 福田 和正

▽第三施工統括部 上席総合所長 (第三施工統括部 総合所長) 横山 賢一

▽第三施工統括部 上席総合所長 (第三施工統括部 総合所長) 長岡 弘

▽第三施工統括部 総合所長 (第三施工統括部建設1部 上席所長) 竹安 太

▽第三施工統括部 総合所長 (第三施工統括部建設2部 上席所長) 岩田 憲明

▽第四施工統括部建設1部長 (第四施工統括部 総合所長) 高橋 博幸

▽第四施工統括部 総合所長 (第四施工統括部建設2部 上席所長) 近藤 堅太

▽購買1部長 (購買1部 担当部長) 橋本 浩

▽購買2部･3部 統括部長 (購買3部長) 古舘 浩之

▽購買3部長 (購買3部 ﾁｰﾌ) 杉山 文治

▽積算1部･2部･3部･ｺｽﾄ戦略部 統括
部長

(積算1部･2部･ｺｽﾄ戦略部 統括部長) 鈴木 章弘

▽積算1部長 (積算1部 ﾃｸﾆｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱ) 北村 正光

▽積算3部長 (積算1部 ﾁｰﾌｴﾝｼﾞﾆｱ) 小谷野 朋美

▽生産推進部長 (生産計画部長) 日高 徳雄

▽生産計画部長 (生産計画部 ﾃｸﾆｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱ) 知久 宏行

▽設備部長 (設備部 ﾁｰﾌ) 斉藤 卓史
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【設計部門】

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第1設計室･第2
設計室 統括室長

(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第1設計室長) 松澤 明彦

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第2設計室長 (ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第4設計室長) 杓野 巧

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第3設計室･第4
設計室 統括室長

(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第3設計室長) 堀井 規男

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第4設計室長
(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第2設計室 ﾃｸﾆｶﾙ
ﾌﾟﾗﾝﾅｰ)

岩舘 公治

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部ﾘﾆｭｰｱﾙ設計室長 (ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部耐震化促進室長) 池田 清志

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部ﾘﾆｭｰｱﾙ設計室
ｾﾞﾈﾗﾙｴﾝｼﾞﾆｱ

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部構造設計室 ｾﾞﾈﾗﾙ
ｴﾝｼﾞﾆｱ

川上 賢一

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部ﾘﾆｭｰｱﾙ設計室
ｾﾞﾈﾗﾙｴﾝｼﾞﾆｱ

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第2設備設計室長 大橋 渉

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部企画設計室 ｾﾞﾈ
ﾗﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ

(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部企画設計室 ﾃｸﾆｶ
ﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ)

菊地 秀幸

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部ﾃﾞｻﾞｲﾝ室･ﾗﾝﾄﾞｽ
ｹｰﾌﾟ設計室･関西設計部門大阪ｴﾝｼﾞﾆ
ｱﾘﾝｸﾞ事業部ﾃﾞｻﾞｲﾝ室 統括室長

(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部ﾃﾞｻﾞｲﾝ室･ﾗﾝﾄﾞｽ
ｹｰﾌﾟ設計室 統括室長)

江口 均

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部開発設計室長
(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部開発設計室 ﾃｸﾆｶ
ﾙｴﾝｼﾞﾆｱ)

徳山 忍

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部構造設計室･構
造計画室 統括室長

(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部構造設計室･構造
計画室･耐震化促進室 統括室長)

片岡 智

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第1設備設計室･
第2設備設計室 統括室長

(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第1設備設計室
長)

若林 徹

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第1設備設計室
長 兼 ﾘﾆｭｰｱﾙ設計室 ｾﾞﾈﾗﾙｴﾝｼﾞﾆｱ

(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第1設備設計室 ﾃ
ｸﾆｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱ)

菅原 正道

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第1設計監理室
ｾﾞﾈﾗﾙｴﾝｼﾞﾆｱ

(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部商品企画室長) 鴫原 孝之

▽ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｴﾝ
ｼﾞﾆｱ

(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部BIM推進室 ｾﾞﾈﾗﾙ
ｴﾝｼﾞﾆｱ)

森 義己

【関西営業部門】

▽第二事業部営業2部長 (営業部門第三事業部営業1部長) 髙﨑 真

【東海営業部門】

▽名古屋支店長 (関西営業部門名古屋支店長) 成田 薫

▽名古屋支店 副支店長
(関西営業部門名古屋支店 副支店
長)

小林 仁

▽名古屋支店営業1部長 (関西営業部門名古屋支店営業部長) 東 康弘

▽名古屋支店営業2部長
(関西営業部門名古屋支店営業部 担
当部長)

西村 哲也

▽名古屋支店不動産部長
(関西営業部門名古屋支店不動産2部
長)

金垣 瑞木
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【関西都市開発部門】

▽関西住宅開発事業部長 (関西住宅開発事業部 副事業部長) 釜須 健朗

▽関西住宅開発事業部事業推進1部･
2部･法人営業部 統括部長

(関西住宅事業部事業推進1部長) 時田 昌治

▽関西住宅開発事業部事業推進1部
長

(関西住宅開発事業部事業推進1部
担当部長)

末田 秀一郎

▽関西住宅開発事業部法人営業部長
(関西営業部門名古屋支店不動産1部
長)

堀切 俊弘

【関西建設部門】

▽第一施工統括部建設2部長 (第二施工統括部建設2部長) 松川 吉成

▽第二施工統括部建設2部長 (第一施工統括部 総合所長) 保田 英和

▽安全管理部長 (安全管理部 担当部長) 山本 龍浩

▽施工品質検査部長 (第一施工統括部建設2部長) 中村 健一

【関西設計部門】

▽大阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第2設計室
ｾﾞﾈﾗﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ

(設計部門ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第1設計
室 ｾﾞﾈﾗﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ)

亀井 円裕

▽大阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部設計計画
室･企画設計室･第4設計室 統括室長

(大阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部設計計画室
長)

天池 秀一

▽大阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部設計計画室
長

(大阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部設計計画室
ﾁｰﾌ)

松岡 伊織

▽大阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第4設計室
長

(大阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第4設計室 ﾃ
ｸﾆｶﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ)

田口 実

▽大阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部ﾃﾞｻﾞｲﾝ室長
(大阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部ﾃﾞｻﾞｲﾝ室 ｾﾞ
ﾈﾗﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ)

古川 俊一郎

【技術推進部門】

▽技術開発室･商品企画室･大阪商品
企画室 統括室長

(設計部門ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部第2設計
室長)

小島 俊司

▽技術戦略室長 (経営企画部門関連事業部長) 小宮山 聡

▽大阪商品企画室長
(大阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部商品企画室
長)

澤瀬 一徳

▽大阪品質管理室長 (大阪品質管理室 ｾﾞﾈﾗﾙｴﾝｼﾞﾆｱ) 大阪品質環境対策室 ｾﾞﾈﾗﾙｴﾝｼﾞﾆｱ 伊野 一彦

▽技術研究所 副所長 (技術研究所第1研究開発室長) 中岡 章郎

▽技術研究所第3研究開発室 ｾﾞﾈﾗﾙｴ
ﾝｼﾞﾆｱ

(技術研究所第3研究開発室 ﾃｸﾆｶﾙｴﾝ
ｼﾞﾆｱ)

木村 洋
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【経営管理部門】

▽人事部･人材開発部 統括部長 (人事企画部長) 豊岡 哲

▽人材開発部長 (人事企画部 担当部長) 野尻 精治

▽ｸﾞﾙｰﾌﾟ採用ｾﾝﾀｰ 部長 (人材開発部長) 田嶋 知子

▽経理部長
(経理部 担当部長 兼 ｸﾞﾙｰﾌﾟ経理部
担当部長)

数井 進一

▽ｸﾞﾙｰﾌﾟ経理部長 主計部長 佐竹 正彦

▽大阪ｸﾞﾙｰﾌﾟ経理部長 (大阪経理部 担当部長) 品野 大祐

[２]機構改革

（発令日：平成２７年４月１日）

１．都市開発部門

①住宅開発事業部の事業推進1部･2部を事業推進1部･2部･3部の3部体制に再編する｡

２．建設部門

①積算業務の多様化にともない､構造･設備に特化した積算3部を新設する｡

②総合的な改修工事の施工部署として第四施工統括部にﾘﾆｭｰｱﾙ建設部を新設する｡

３．設計部門

①総合的な改修設計の実施や改修設計技術ﾉｳﾊｳの蓄積などを図るためｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部の

　耐震化促進室を発展的に解消し､ﾘﾆｭｰｱﾙ設計室を新設する｡

４．関西都市開発部門

①住宅開発事業部での対法人窓口としての機能を明確化するために法人営業部を新設する｡

５．関西建設部門

①施工品質の更なる向上を図るため施工品質検査部を新設する｡

６．技術推進部門

①次世代ﾏﾝｼｮﾝの開発や商品開発を強化し､開発後の採用推進､東西水平展開を加速化するため､

　ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部商品企画室および大阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部商品企画室を技術推進部門に移管し、

　商品企画室および大阪商品企画室とする｡

７．経営管理部門

①ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体の更なる採用強化を目的にｸﾞﾙｰﾌﾟ採用ｾﾝﾀｰを新設する｡

②人事企画部を人事部に統合し､人事部とする｡
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[３]関連会社役員人事

（発令日：平成２７年４月１日）

▼株式会社長谷工コミュニティ

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽取締役兼常務執行役員 関西支社
長

(執行役員 関西支社神戸支店長) 永田 実男

▽常務執行役員 (執行役員)
関西支社受注営業･施設営業･素敵生
活推進担当

新名 恒之

▽関西支社神戸支店長 (関西支社大阪南支店長) 執行役員 須田 讓

▽執行役員 関西支社京都支店長 中川 徳一

▽執行役員 東京支社技術担当
(東京支社技術部･ｺｽﾄ管理部 統括部
長)

皆川 俊郎

▽執行役員 関西支社大阪南支店長
(株式会社長谷工ｱｰﾍﾞｽﾄ 執行役員
名古屋支店長)

三木 隆徳

▽執行役員 東京支社北関東支店長 渡辺 正哉

▽退任 (執行役員 東京支社技術担当) 山口 啓樹

なお、4月1日付で、山口啓樹は東京支社上席専門役に就任予定です。
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▼株式会社長谷工スマイルコミュニティ

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽取締役兼専務執行役員 神戸支店
担当

(常務執行役員) 関西支店管掌 根津 武司

▽取締役
常務執行役員 東京中央支店･東京南
支店･東京北支店 熱海営業所管掌
兼 静岡支店担当

小島 誠

▽計画修繕部管掌
常務執行役員 ｼｰﾄ防水営業部管掌
兼 工事部･ｺｽﾄ管理部･技術部担当

川村 節雄

▽計画修繕部担当 (東京南支店担当) 執行役員 渡辺 宏

(業務推進部･人事総務部担当) 執行役員 業務部担当 二宮 通

▽執行役員 業務推進部･人事総務部
担当

(業務推進部･業務部･人事総務部 統
括部長)

金井 茂

▽執行役員 東京南支店長 (東京南支店ﾏﾝｼｮﾝ管理部長) 谷口 修

▽執行役員 東京北支店長 (業務推進部長) 長谷川 淳

▽退任 (執行役員 東京北支店長) 古賀 泰範

▽退任 (顧問) 金井 一夫

なお、4月1日付で、古賀泰範は業務部専門役に就任予定です。

▼株式会社長谷工ライフ

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽取締役兼常務執行役員 関西支社
清掃管理部担当

(執行役員)
関西支社ﾏﾝｼｮﾝ管理部担当 兼 株式
会社長谷工ｺﾐｭﾆﾃｨ関西支社支店ﾗｲﾌ
担当

三宅 明徳

▽東京支社ﾏﾝｼｮﾝ管理2部担当 (東京支社ﾏﾝｼｮﾝ管理2部管掌)
常務執行役員 東京支社ﾏﾝｼｮﾝ管理1
部･清掃管理部担当 兼 株式会社長
谷工ｺﾐｭﾆﾃｨ東京支社支店ﾗｲﾌ担当

浅野 幸一

(関西支社研修部担当)
執行役員 関西人事総務部･関西支社
人材開発部担当

片伯部 勉

▽関西支社研修部担当
執行役員 関西支社人材ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部
担当

正田 寛実

▽退任
(執行役員 東京支社ﾏﾝｼｮﾝ管理2部担
当)

塚﨑 信也

なお、4月1日付で、塚﨑信也は株式会社長谷工ﾘﾌｫｰﾑ専任部長に就任予定です。
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▼株式会社長谷工リフォーム

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽東京支社ｲﾝﾃﾘｱ営業担当
(東京支店営業開発部･技術部管掌
兼 ｲﾝﾃﾘｱ営業1部･2部･関西支店ｲﾝﾃﾘ
ｱ営業1部･2部担当)

常務執行役員 松木 弘

▽関西支社営業開発部担当 (関西支店営業開発部管掌) 常務執行役員 石田 雅一

▽東京支社ｺｽﾄ管理部･安全管理部･
品質管理部担当

(東京支店工事1部･2部･3部･4部管掌
兼 ｺｽﾄ管理部･安全管理部･品質管理
部担当)

常務執行役員 奥津 唯一

▽関西支社名古屋支店担当 (関西支店営業開発部担当) 執行役員 渋谷 嘉輝

▽執行役員 関西支社工事1部･2部･ｺ
ｽﾄ管理部･安全管理部･品質管理部担
当

(関西支店工事1部･2部 統括部長) 山口 真治

▽退任
(執行役員 関西支店工事部･ｺｽﾄ管理
部･安全管理部･品質管理部担当)

橋本 憲一

なお、4月1日付で、橋本憲一は関西支社上席専門役に就任予定です。

▼株式会社長谷工ライブネット

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽東京支社PM第二事業部長
(東京支社賃貸業務部･運営部管掌
兼 ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ･賃貸営業一部･二部･
ﾘﾌﾚｯｼｭ工事部担当)

常務執行役員 佐久間 裕一

▽東京支社ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ･業務管理部担
当

(東京支社賃貸業務部担当) 執行役員 東京支社運営部担当 沢田 敏広

(東京支社建物管理部担当) 執行役員 東京支社施設管理部担当 小林 巧

▽関西支社業務管理部担当 (関西支社賃貸業務部担当)
執行役員 関西支社賃貸営業一部･二
部･運営部担当

吉田 孝

▽東京支社PM第一事業部長
(東京支社営業部･資産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部担
当)

執行役員 松田 隆幸

▼株式会社レジデンシャルサービス

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽執行役員 関西営業部担当 (関西営業部長) 沖 博幸

▽執行役員 営業1部･2部担当 (営業1部長) 吉田 雅美

▽退任 (常務取締役) 西田 一彦

なお、4月1日付で、西田一彦は株式会社長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ上席専門役に就任予定です。
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▼株式会社長谷工アーベスト

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽取締役 東京受託販売事業管掌 (受託販売部門担当) 常務執行役員 赤木 茂

▽取締役兼常務執行役員 関西受託
販売事業管掌

(株式会社長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 関西都
市開発部門関西都市開発事業部長)

彦坂 伸

(契約業務ｾﾝﾀｰ･関西契約業務ｾﾝﾀｰ担
当)

常務執行役員 経営管理部門担当 高橋 徹

▽受託販売第二部門担当 (受託販売第一部門担当) 執行役員 牧 和幸

▽受託販売部門企画営業部･市場調
査部･営業促進部担当

(企画部門企画営業部･販売企画部･
市場調査部担当)

執行役員 水谷 英夫

▽受託販売第一部門担当 (受託販売第二部門担当) 執行役員 遊佐 康人

▽関西受託販売部門担当
(関西受託販売第一部門･関西受注営
業部担当)

執行役員 古野 剛啓

▽受託販売部門契約業務部担当 (受託販売第四部門担当) 執行役員 金子 美佐子

▽関西受託販売部門関西企画営業
部･関西契約業務部担当

(関西企画部門関西企画部担当) 執行役員 九十九 正司

▽執行役員 受託販売第三部門担当
(株式会社長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 営業部
門第三事業部 副事業部長)

冨田 敏史

▽監査役
(株式会社長谷工ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ 執行役員
関西支社流通営業部門担当)

荷本 護

▽退任 (執行役員 受託販売第三部門担当) 釜田 耕一郎

▽退任 (執行役員 名古屋支店長) 三木 隆徳

▽退任 (監査役) 吉田 久二雄

なお、4月1日付で、釜田耕一郎は株式会社長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ取締役兼常務執行役員に、

三木隆徳は株式会社長谷工ｺﾐｭﾆﾃｨ執行役員に就任予定です。

▼株式会社長谷工リアルエステート

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽取締役兼常務執行役員 東京支社
流通営業部門担当

(執行役員 東京支社流通営業部門流
通第一事業部担当)

酒井 守

▽退任 (顧問) 北井 利明

▼株式会社センチュリーライフ

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽人事総務部･業務推進部管掌
取締役 兼 株式会社生活科学運営
代表取締役兼専務執行役員

幸谷 登

(常務執行役員) 取締役 川邊 保

▽執行役員 業務推進部担当
株式会社生活科学運営 取締役兼執
行役員

筒井 範行

▽退任 (執行役員 業務推進部担当) 七戸 哲三

なお、4月1日付で、七戸哲三は株式会社ﾊｾｯｸ監査役に就任予定です。
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▼株式会社生活科学運営

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽執行役員 開設企画部長 (開発部 担当部長) 森村 泰之

(財務部長) 取締役兼執行役員 筒井 範行

▼株式会社長谷工システムズ

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽取締役兼常務執行役員 東京支店
担当

(株式会社長谷工ｱｰﾍﾞｽﾄ 執行役員
受託販売第三部門担当)

釜田 耕一郎

▼不二建設株式会社

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

(東京本社ﾘﾌｫｰﾑ部門担当)
取締役兼専務執行役員 東京本社営
業部門管掌

桐野 正晴

(関西支社ﾘﾌｫｰﾑ部門管掌)
取締役兼常務執行役員 関西支社建
築部門･生産管理部門･設計部門管掌

松本 琢三

▽東京本社建築部門管掌
常務執行役員 東京本社生産管理部
門担当 兼 設計部門管掌

山崎 仁

▽関西支社建築部門一般建築部担当 (関西支社ﾘﾌｫｰﾑ部門担当)
執行役員 関西支社建築部門建築管
理部･技術部担当

小倉 一彦

▽執行役員 東京本社設計部門担当
(東京本社設計部門設計部･設計監理
部･設備設計部 統括部長)

木村 忠義

▽退任 (執行役員 東京本社設計部門担当) 中間 敏

なお、4月1日付で、中間敏は東京本社設計部門上席専門役に就任予定です。
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▼株式会社長谷工インテック

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽退任 (執行役員 関西ｲﾝﾃﾘｱ販売2部担当) 渡辺 信一

なお、4月1日付で、渡辺信一は関西ｲﾝﾃﾘｱ販売2部専門役に就任予定です。

▼株式会社フォリス

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽取締役兼常務執行役員 (執行役員) 木工事業部長 菊地 隆司

▽取締役 執行役員 管理部担当 大和田 俊夫

▽執行役員 建装事業部長 (建装事業部建装2部長) 井上 憲人

▽退任
(取締役兼常務執行役員 建装事業部
長)

尾﨑 憲一

▽退任
(執行役員 建装事業部ｲﾝﾌｨﾙ部･施工
管理部担当)

村山 力

▽退任 (顧問) 草野 貢

なお、4月1日付で、尾﨑憲一は新都市ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ協会計画部長に、村山力は建装事業部上席専門役に就任予定です。

▼新潟洋家具株式会社

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽代表取締役社長 (建装事業部建装1部長) 小久保 宏

▽退任 (代表取締役社長) 広川 忠男

なお、4月1日付で、広川忠男は株式会社ﾌｫﾘｽ上席専門役に就任予定です。

▼株式会社ハセック

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽監査役
(株式会社ｾﾝﾁｭﾘｰﾗｲﾌ 執行役員 業務
推進部担当)

七戸 哲三
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▼株式会社長谷工テクノ

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽代表取締役社長 (取締役) 松本 尚治

▽取締役 (代表取締役社長) 吉田 信八郎

▼株式会社長谷工設計

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽執行役員 関西支店BIM設計1部･2
部･3部担当

(関西支店設計部長) 島本 政幸

▽退任
(執行役員 関西支店設計監理部担
当)

野村 幸正

▽退任 (執行役員 設計監理部担当) 小笠原 智

なお、4月1日付で、野村幸正は関西支店設計監理部専門役に、小笠原智は設計監理部専門役に就任予定です。

▼株式会社長谷工ウェルセンター

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽代表取締役社長 株式会社長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 執行役員 熊野 聡

▽退任 (代表取締役社長)
株式会社長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 常務執行
役員

天野 里司

[４]関連会社人事

（発令日：平成２７年４月１日）

▼株式会社長谷工アネシス

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

【経営管理部門】

▽経営企画部 統括部長
(株式会社長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ技術推進
部門技術戦略室長)

榑松 行雄

▽人事企画部長 経営企画部長 今岸 康郎

▽ﾘｽｸ統括部･法務部･管理部 統括部
長

(ﾘｽｸ統括部･法務部･管理部長) 佐藤 幸雄

▽法務部長 (法務部 担当部長) 石山 靖則

▽経理3部長
(株式会社長谷工ｱｰﾍﾞｽﾄ 経営管理部
門経理部･ITｼｽﾃﾑ部 統括部長)

山田 英明

【ｻｰﾋﾞｽ事業推進部門】

▽ｽﾏｰﾄﾏﾝｼｮﾝ事業部関西営業1部長
(ｽﾏｰﾄﾏﾝｼｮﾝ事業部関西営業1部 担当
部長)

袴田 克之

▽ｽﾏｰﾄﾏﾝｼｮﾝ事業部関西営業2部長
(ｽﾏｰﾄﾏﾝｼｮﾝ事業部関西営業2部 担当
部長)

安原 正敏

▽保険ｻｰﾋﾞｽ事業部営業1部･3部 統
括部長

(保険ｻｰﾋﾞｽ事業部営業1部長) 重原 利光

▽保険ｻｰﾋﾞｽ事業部営業3部長
(保険ｻｰﾋﾞｽ事業部営業2部 担当部
長)

谷畑 武
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▼株式会社長谷工コミュニティ

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽業務推進部関西 部長 兼 契約部
関西 部長

(株式会社長谷工ｱﾈｼｽ 経営管理部門
九州管理課 部長)

大住 健一

【東京支社】

▽ﾏﾝｼｮﾝ管理営業部長 (営業開発部長) 門井 信章

▽営業開発部長 (東京支店ﾏﾝｼｮﾝ管理2部長) 大野 敏光

▽東京支店ﾏﾝｼｮﾝ管理2部長
(株式会社長谷工ｱｰﾍﾞｽﾄ受託販売第
一部門販売二部長)

山田 裕美

▽東京支店ﾏﾝｼｮﾝ管理3部長 (ﾏﾝｼｮﾝ管理営業部長) 新堂 雄介

【関西支社】

▽営業開発部長
(株式会社長谷工ﾗｲﾌ関西支社ﾏﾝｼｮﾝ
管理部大阪営業所担当 部長)

津坂 英二

▽京都支店ﾏﾝｼｮﾝ管理部長 (京都支店ﾏﾝｼｮﾝ管理部 課長) 岡本 卓也

▼株式会社長谷工リフォーム

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽人事総務部長 (人事総務部 担当部長) 渋谷 貴雄

【東京支社】

▽ｲﾝﾃﾘｱ営業1部長 (関西支店ｲﾝﾃﾘｱ営業1部長) 高橋 和幸

【関西支社】

▽営業1部長 (関西支店営業2部 課長) 井上 直岐

▽営業2部長 (関西支店営業1部長) 南條 健一

▽営業開発部長 (関西支店営業2部長) 蒲生 伝一郎

▽ｲﾝﾃﾘｱ営業1部･2部 統括部長 (東京支店ｲﾝﾃﾘｱ営業1部長) 片山 敏信



14/15

▼株式会社長谷工ライブネット

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

【東京支社】

▽事業開発部長
(株式会社長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 営業部
門土地活用ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ2部 ﾁｰﾌ)

内海 智保

▽PM第一事業部資産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 (資産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長) 下村 健

▽PM第一事業部賃貸営業部長 (賃貸営業一部長) 石原 秀敏

▽PM第一事業部建物管理部長 (建物管理部長) 岡野 茂

▽PM第一事業部ﾘﾌﾚｯｼｭ工事部長 (ﾘﾌﾚｯｼｭ工事部 ﾁｰﾌ) 渡邉 良介

▽PM第二事業部賃貸営業部長 (賃貸営業二部長) 酒井 敬隆

▽PM第二事業部建物管理部長 (ﾘﾌﾚｯｼｭ工事部長) 池田 一弘

▽PM第二事業部ﾘﾌﾚｯｼｭ工事部長 (ﾘﾌﾚｯｼｭ工事部 ﾁｰﾌ) 渡辺 学

▽札幌支店長 (札幌支店準備室 部長) 安藤 正二

【関西支社】

▽業務管理部長 (賃貸業務部長) 梅田 真

▼株式会社長谷工アーベスト

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

【東京】

▽受託販売第一部門販売一部長 (受託販売第二部門販売二部長) 村尾 孝彦

▽受託販売第一部門販売二部長 (受託販売第一部門販売三部長) 大澤 覚平

▽受託販売第一部門販売三部長 (受託販売第一部門販売四部長) 高橋 大樹

▽受託販売第一部門広域販売部長 (受託販売第二部門販売三部長) 中井 寿行

▽受託販売第二部門販売一部長 (受託販売第三部門販売一部長) 内山 修

▽受託販売第二部門販売二部長 (受託販売第三部門販売二部長) 古屋 尚三

▽受託販売第三部門販売一部長 (受託販売第一部門販売一部長) 生島 純一

▽受託販売第三部門販売二部長 (受託販売第三部門販売三部長) 田村 正則

▽受託販売第三部門販売三部長 (受託販売第四部門販売二部長) 篠原 一博

▽受託販売部門企画営業部長 (企画部門企画営業部長) 鈴木 貴子

▽受託販売部門市場調査部長 (企画部門市場調査部長) 太田 祐美子

▽受託販売部門営業促進部長 原 賢一
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【関西】

▽受託販売部門販売一部長 (受託販売第一部門販売一部長) 足立 泰三

▽受託販売部門販売二部長 (受託販売第一部門販売二部長) 岩井 加奈

▽受託販売部門販売三部長 (受託販売第二部門販売二部長) 小林 税代

▽受託販売部門名古屋支店長 (受託販売第二部門販売一部長) 谷本 正樹

▽受託販売部門関西企画営業部 統
括部長

(受託販売第二部門長) 松本 光治

▽受託販売部門関西契約業務部長 (関西契約業務ｾﾝﾀｰ 部長) 立山 博之

▼株式会社長谷工リアルエステート

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽経営管理部門業務管理部 統括部
長

(経営管理部門業務管理部･経理部
統括部長)

小吹 孝雄

【東京支社】

▽法人営業部門法人営業5部長
(流通営業部門流通第一事業部仲介
二部長)

橋本 篤海

▽法人営業部門法人業務部長 (経営管理部門経理部長) 上田 実

▽流通営業部門流通第一事業部仲介
一部長

(流通営業部門流通第一事業部仲介
一部 担当部長)

田中舘 常隆

▽流通営業部門流通第一事業部仲介
二部長

(流通営業部門流通第二事業部仲介
三部長)

明石 睦

▽流通営業部門流通第二事業部仲介
二部長

(流通営業部門流通第二事業部仲介
一部長)

青柳 喬
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