
平成28年3月17日

各  位

▼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２８年４月１日）

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

【営業企画部門】

▽営業企画部長
(総合地所株式会社 取締役兼執行役
員)

料治 俊一郎

▽分譲事業管理部長
(都市開発部門住宅開発事業部管理
部長)

石田 正典

▽関西営業企画部･関西分譲事業管
理部･関西市場調査部 統括部長

(関西営業企画部長) 松川 学

▽関西営業企画部長
(関西営業部門第一事業部営業２部
担当部長)

上向 正浩

▽関西分譲事業管理部長
(関西都市開発部門関西住宅開発事
業部管理部長)

中西 仁

【営業部門】

▽第二事業部 副事業部長 (第二事業部 不動産統括部長) 今野 隆

▽第二事業部営業１部長
(関西営業部門第一事業部営業２部
長)

宮丸 泰幸

▽横浜支店 副支店長 (横浜支店 不動産統括部長) 杉本 誠一

【開発推進部門】

▽開発推進１部長 (開発推進１部 担当部長) 大原 佳恵

▽開発推進５部長 (開発推進１部長) 狩野 祐司

▽開発情報部 ゼネラルスタッフ
(株式会社長谷工アネシス サービス
事業推進部門スマートマンション事
業部営業２部長)

重乃 好宏

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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【都市開発部門】

▽都市開発事業部営業開発１部･２
部 統括部長

(都市開発事業部営業開発１部長) 福山 昇

▽都市開発事業部営業開発１部長 (都市開発事業部営業開発２部長) 冨田 尚孝

▽都市開発事業部営業開発２部長
(関西営業部門第二事業部営業１部
長)

荻野 光司

▽都市開発事業部一般営業１部･２
部･土地活用コンサルタント１部･２
部 統括部長

(営業部門一般営業１部･２部･土地
活用コンサルタント１部･２部 統括
部長)

石井 明弘

▽都市開発事業部一般営業１部長 (営業部門一般営業１部長) 嶋崎 雅夫

▽都市開発事業部一般営業１部 ゼ
ネラルスタッフ

(株式会社長谷工アーベスト 執行役
員 受託販売第二部門担当)

牧 和幸

▽都市開発事業部一般営業２部長 (営業部門一般営業２部長) 畑 恭一

▽都市開発事業部土地活用コンサル
タント１部長

(営業部門土地活用コンサルタント
１部長)

片岡 憲次郎

▽都市開発事業部土地活用コンサル
タント２部長

(営業部門土地活用コンサルタント
２部長)

松倉 隆義

▽法人営業部長 都市開発事業部情報開発部長 浜田 忠彦

▽都市開発事業部不動産部･情報開
発部･法人営業部 統括部長

(都市開発事業部不動産部･情報開発
部 統括部長)

田村 博仁

▽都市開発事業部アセットマネジメ
ント部長

(都市開発事業部アセットマネジメ
ント部 担当部長)

船越 章央

▽都市開発事業部再開発推進１部長 (都市開発事業部再開発推進部長) 小野 英之

▽都市開発事業部再開発推進２部長 (住宅開発事業部事業推進２部長) 川口 修二

▽都市開発事業部住宅事業推進部長 (住宅開発事業部事業推進３部長) 柿原 哲也

▽マンション再生事業部営業１部･
２部･３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
ポート営業部･企画管理部･建替･リ
フォーム相談室 統括部長)

小川 友博

▽マンション再生事業部営業１部長
(マンション再生事業部建替推進１
部長)

吉野 雅昭

▽マンション再生事業部営業２部長
(マンション再生事業部建替推進２
部長)

島田 健治

▽マンション再生事業部営業３部長
(マンション再生事業部建替推進２
部 チーフ)

登坂 昭一
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【建設部門】

▽第一施工統括部建設２部長 (第一施工統括部 総合所長) 澤井 幸吉

▽第一施工統括部 総合所長 (第一施工統括部 上席所長) 原島 宏

▽第二施工統括部 統括部長 (第三施工統括部 統括部長) 三森 国吉

▽第二施工統括部 上席総合所長 (第二施工統括部 総合所長) 村上 重喜

▽第二施工統括部 上席総合所長 (第二施工統括部 総合所長) 後藤 修一

▽第二施工統括部 上席総合所長 (第二施工統括部 総合所長) 中島 正浩

▽第二施工統括部 上席総合所長 (第二施工統括部 総合所長) 田谷 清一

▽第二施工統括部建設３部長 (第二施工統括部 総合所長) 浜田 泰

▽第二施工統括部 総合所長
(第二施工統括部建設２部 上席所
長)

早坂 淳子

▽第三施工統括部 統括部長 (第三施工統括部 建設３部長) 庄山 裕彦

▽第三施工統括部建設３部長 (第三施工統括部 総合所長) 中山 雅央

▽第四施工統括部 総合所長
(第四施工統括部建設１部 上席所
長)

熊谷 泰行

▽ＣＳ促進１部･２部 統括部長 (ＣＳ促進２部長) 高山 通男

▽ＣＳ促進３部･ＣＳ管理部･プレミ
アムアフターサービス部 統括部長

(第二施工統括部 建設３部長) 菊地 隆司

▽積算１部長 (積算２部 チーフ) 長尾 友昭

▽積算２部長 (積算１部長) 北村 正光

【設計部門】

▽エンジニアリング事業部第３設計
室･第４設計室･ＢＩＭ推進室 統括
室長

(エンジニアリング事業部第３設計
室･第４設計室 統括室長)

堀井 規男

▽エンジニアリング事業部第１設計
室長

(エンジニアリング事業部第２設計
室長)

杓野 巧

▽エンジニアリング事業部第２設計
室長

(関西設計部門大阪エンジニアリン
グ事業部第３設計室長)

中條 広隆

▽エンジニアリング事業部開発設計
室長

(エンジニアリング事業部開発設計
室 テクニカルエンジニア)

森野 敬二

【関西営業部門】

▽第一事業部営業２部長 (営業部門横浜支店営業２部長) 金子 秀盛

▽第二事業部営業１部長 (営業部門第二事業部営業１部長) 岩本 公伸
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【関西都市開発部門】

▽都市開発事業部情報開発３部長
(関西都市開発事業部関西情報開発
１部 担当部長)

木村 友啓

▽都市開発事業部建替･リフォーム
相談２部長

(関西住宅開発事業部事業推進２部
長)

井上 淳史

▽都市開発事業部住宅事業推進部･
法人営業部 統括部長

(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)

時田 昌治

▽都市開発事業部住宅事業推進部長
(関西住宅開発事業部事業推進１部
長)

末田 秀一郎

▽都市開発事業部法人営業部長 (関西住宅開発事業部法人営業部長) 堀切 俊弘

▽都市開発事業部一般営業部･土地
活用コンサルタント部 統括部長

(関西営業部門一般営業部･土地活用
コンサルタント部 統括部長)

堀江 治

▽都市開発事業部一般営業部長 兼
土地活用コンサルタント部長

(関西営業部門一般営業部長 兼 土
地活用コンサルタント部長)

長谷川 斉

【関西建設部門】

▽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)

秋田 一郎

▽第二施工統括部 統括部長
(第三施工統括部名古屋支店担当 統
括部長)

高瀬 洋祐

▽第二施工統括部 総合所長
(第二施工統括部建設２部 上席所
長)

下村 泰啓

▽第三施工統括部名古屋支店担当
統括部長

(第三施工統括部建設部長 名古屋支
店担当)

河村 昌伸

▽第三施工統括部建設部長 名古屋
支店担当

(第一施工統括部 所長) 橋本 賢司

▽技術部･生産計画部･施工品質検査
部 統括部長

(生産計画部長) 垰田 幸治

▽生産計画部長
(施工品質検査部 テクニカルエンジ
ニア)

浅井 久志

▽購買部･積算部･コスト戦略部 統
括部長

(第二施工統括部 統括部長) 西野 正人
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【関西設計部門】

▽大阪エンジニアリング事業部 副
事業部長

(大阪エンジニアリング事業部第１
設計室･第２設計室･第３設計室 統
括室長)

布施谷 成司

▽大阪エンジニアリング事業部 エ
グゼクティブプランナー

(大阪エンジニアリング事業部第２
設計室長)

小板橋 鉄雄

▽大阪エンジニアリング事業部第２
設計室長

(大阪エンジニアリング事業部第２
設計室 ゼネラルプランナー)

亀井 円裕

▽大阪エンジニアリング事業部第３
設計室長

(大阪エンジニアリング事業部第３
設計室 テクニカルプランナー)

大石 高久

▽大阪エンジニアリング事業部開発
設計室長

(設計部門エンジニアリング事業部
開発設計室長)

徳山 忍

▽大阪エンジニアリング事業部開発
設計室 ゼネラルエンジニア

(関西建設部門生産計画部 チーフ) 中村 光男

▽大阪エンジニアリング事業部第１
設備設計室･第２設備設計室 統括室
長

(大阪エンジニアリング事業部設備
設計室長)

府川 一郎

▽大阪エンジニアリング事業部第２
設備設計室長

(大阪エンジニアリング事業部設備
設計室 テクニカルエンジニア)

岩城 賢二

▽大阪エンジニアリング事業部設計
監理室 エグゼクティブエンジニア

(大阪エンジニアリング事業部構造
設計室 エグゼクティブエンジニア)

辻 俊明

【技術推進部門】

▽技術戦略室･技術開発室･商品企画
室･大阪商品企画室 統括室長

(技術開発室･商品企画室･大阪商品
企画室 統括室長)

小島 俊司

▽技術研究所第４研究開発室長
(技術研究所第３研究開発室 ゼネラ
ルエンジニア)

木村 洋

【経営管理部門】

▽ﾍﾞﾄﾅﾑ駐在員事務所 統括部長
(経営企画部門ﾍﾞﾄﾅﾑ駐在員事務所
長)

岩谷 明彦

▽大阪総務部長
(営業企画部門関西営業企画部 担当
部長)

福貴田 保洋

▽グループ経理部長 (主計部 担当部長) 真鍋 俊彦

[２]機構改革

（発令日：平成２８年４月１日）

１．関西都市開発部門

①「情報開発１部・２部」を「情報開発１部・２部・３部」の３部体制に再編し、公官庁案件の対応強化を図る。
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[３]関連会社役員人事

（発令日：平成２８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

▽取締役 経営管理部門人事企画部･
リスク統括部･法務部･管理部担当

(経営管理部門人事企画部･リスク統
括部･法務部･管理部関西担当)

執行役員 経営管理部門名古屋業務
推進部担当 兼 株式会社長谷工コー
ポレーション 経営管理部門大阪人
事部･大阪総務部 理事統括部長

北田 浩一

▽取締役兼執行役員 経営管理部門
経理１部･２部･３部･関西経理部･九
州管理チーム担当

株式会社長谷工コーポレーション
経営管理部門経理部･主計部･グルー
プ経理部統括部長

濵田 良一

▽経営管理部門新事業推進部管掌 (営業担当)
常務執行役員 サービス事業推進部
門スマートマンション事業部管掌

松﨑 篤

▽サービス事業推進部門スマートマ
ンション事業部購買部担当 兼 経営
管理部門新事業推進部担当

(サービス事業推進部門スマートマ
ンション事業部保安･ＣＳ部担当)

執行役員 サービス事業推進部門ス
マートマンション事業部技術部･関
西技術部担当

秋山 哲男

▽執行役員 サービス事業推進部門
スマートマンション事業部関西営業
部担当 兼 経営管理部門新事業推進
部関西担当

(サービ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･２部
統括部長)

楢崎 泰司

▼株式会社長谷工コミュニティ

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽東京支社東京支店･横浜支店･西関
東支店管掌

(東京支社支店管掌)
常務執行役員 東京支社マンション
管理支援担当

塩川 睦

▽常務執行役員 東京支社東京西支
店･北関東支店･東関東支店管掌

(執行役員 東京支社東関東支店長) 髙山 直樹

▽東京支社東京支店長 (東京支社東京西支店長) 執行役員 西野 順二

▽東京支社東関東支店長 (東京支社東京支店長) 執行役員 水野 圭介

▽東京支社素敵生活担当 (東京支社北関東支店長) 執行役員 渡辺 正哉

▽執行役員 東京支社西関東支店長 田中 克彦

▼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

▽素敵生活企画部･コスト管理部担
当

(素敵生活推進部担当) 執行役員 岡本 司

▽横浜支店長 兼 東京南支店担当 (東京南支店長) 執行役員 谷口 修

▽退任
(取締役兼常務執行役員 東京中央支
店･東京南支店･東京北支店･静岡支
店･熱海営業所管掌)

小島 誠

なお、4月1日付で、小島誠は上席専門役に就任予定です。

▼株式会社長谷工コミュニティ九州

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽施設統括部担当
取締役兼執行役員 マンション管理
営業部･計画修繕部担当

真崎 芳弘
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▼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 東京支社
人材開発部･マンション管理１部･２
部管掌 兼 マンション管理３部･業
務課･清掃管理部･研修部･マンショ
ン管理企画部担当

(執行役員) 東京支社業務推進部担当 寺本 真裕美

▽取締役兼執行役員 東京支社人材
開発部･人材コンサルティング部担
当

(東京支社人材コンサルティング部
長)

中富 健

▽常務執行役員 関西支社清掃管理
部担当

(執行役員 関西支社研修部担当)
関西支社人材コンサルティング部担
当

正田 寛実

(東京支社人材開発部担当)
執行役員 東京支社マンション管理
２部･研修部担当

平林 悟

▽執行役員 東京支社マンション管
理１部担当

(株式会社長谷工コミュニティ 執行
役員 東京支社素敵生活推進担当)

酒井 孝

▼株式会社長谷工リフォーム

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽東京支社法人営業部･インテリア
営業３部･４部担当

常務執行役員 東京支社インテリア
営業１部･２部担当

松木 弘

▽関西支社法人営業部･インテリア
営業１部･２部･技術企画･設計課管
掌

(関西支社営業開発部･技術支援課担
当)

常務執行役員 関西支社名古屋支店
担当

石田 雅一

▽関西支社営業１部･２部･営業開発
部･営業推進部管掌 兼 九州支店担
当

(関西支社営業１部･２部･営業推進
部･九州支店営業担当)

常務執行役員 安井 均

▽常務執行役員 東京支社営業３部･
４部･５部･営業開発部管掌

(執行役員 東京支社営業３部･４部
担当)

東京支社営業１部･２部･営業推進部
担当

三浦 正人

▽常務執行役員 東京支社工事１部･
２部･３部･４部･工事業務課管掌

(株式会社長谷工コーポレーション
建設部門第二施工統括部 統括部長)

髙野 正弘

▽関西支社技術課担当 (東京支社営業開発部担当) 執行役員 東京支社技術部担当 石井 春夫

▽執行役員  関西支社法人営業部･
インテリア営業１部･２部･技術企
画･設計課担当

(関西支社インテリア営業１部･２
部･技術企画課･設計･デザイン課 統
括部長)

片山 敏信

▽執行役員 東京支社営業３部･４部
担当

(東京支社営業２部･３部･４部･営業
推進部 統括部長)

揚妻 誠

▽執行役員 関西支社営業１部･２
部･営業開発部･営業推進部担当

(関西支社営業１部･２部･営業推進
部 統括部長)

宮井 清彦

▽執行役員 東京支社営業５部･営業
開発部担当

(株式会社長谷工コーポレーション
都市開発部門都市開発事業部営業開
発１部･２部 統括部長)

滝口 浩幸

▼株式会社長谷工ライブネット

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽関西支社カスタマーセンター担当
執行役員 関西支社建物管理部･施設
管理部･リフレッシュ工事部担当

鏡味 章

▽東京支社事業開発部担当 執行役員 東京支社施設管理部担当 小林 巧

▽執行役員 東京支社不動産ソ
リューション部･営業部担当

(株式会社長谷工コーポレーション
都市開発部門住宅開発事業部長)

須田 啓二
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▼株式会社長谷工ビジネスプロクシー

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽取締役兼常務執行役員 代行営業
部･システム戦略部担当

(執行役員) 代行運営部･代行業務部担当 本田 文孝

▽執行役員 法人営業部･新規営業部
担当

(新規営業部長) 池田 直樹

▼株式会社長谷工アーベスト

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽取締役 東京支社受託販売部門担
当

(受託販売第一部門担当) 執行役員 遊佐 康人

▽東京支社ＯＪＴ担当 (ＯＪＴ担当) 執行役員 伊藤 明美

▽関西支社受託販売部門担当 (関西受託販売部門担当) 執行役員 古野 剛啓

▽東京支社契約業務部担当 (受託販売部門契約業務部担当) 執行役員 金子 美佐子

▽関西支社販売企画部門担当
(関西受託販売部門関西企画営業部･
関西契約業務部担当)

執行役員 九十九 正司

▽東京支社販売企画部門担当 (受託販売第三部門担当) 執行役員 冨田 敏史

▽退任
(執行役員 受託販売部門企画営業
部･市場調査部･営業促進部担当)

水谷 英夫

▽退任 (常務執行役員 経営管理部門担当) 高橋 徹

▽退任 (執行役員 受託販売第二部門担当) 牧 和幸

なお、4月1日付で、水谷英夫は上席専門役に、

牧和幸は株式会社長谷工コーポレーション 都市開発部門都市開発事業部一般営業１部ゼネラルスタッフに就任予定です。
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▼株式会社長谷工リアルエステート

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽東京支社流通営業部門営業１部･
２部･３部担当

(東京支社流通営業部門流通第二事
業部担当)

執行役員 東京支社流通営業部門賃
貸センター担当

三枝 雅彦

▼株式会社長谷工インテック

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽専務執行役員 関西インテリア販
売２部管掌

(常務執行役員)
取締役 関西インテリア販売１部･名
古屋支店担当

沼口 公男

▽デザイン部･施工管理部管掌 (デザイン部･施工管理部担当)
常務執行役員 インテリア販売１部･
２部担当

茂木 正

▽執行役員 関西インテリア販売２
部担当

(関西インテリア販売２部長) 内田 雄司

▽執行役員 デザイン部･施工管理部
担当

(株式会社長谷工コーポレーション
建設部門第一施工統括部 総合所長)

平澤 享

▽退任 (執行役員 業務推進部担当) 井上 和則

なお、4月1日付で、井上和則は専門役に就任予定です。

▼株式会社長谷工シニアホールディングス

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽代表取締役社長
株式会社生活科学運営 代表取締役
社長 兼 株式会社センチュリーライ
フ代表取締役社長

浦田 慶信

▽代表取締役兼専務執行役員 株式会社生活科学運営 取締役 幸谷 登

▽取締役兼常務執行役員 営業部門
長 兼 広報部長

株式会社生活科学運営 取締役 今泉 祐子

▽取締役兼常務執行役員 運営部門
長

株式会社センチュリーライフ 取締
役

大島 則夫

▽取締役兼執行役員 財務経理担当
株式会社生活科学運営 取締役 兼
株式会社センチュリーライフ 取締
役

筒井 範行

▽取締役兼執行役員 人事総務担当
株式会社生活科学運営 取締役 兼
株式会社センチュリーライフ 取締
役

見目 久美子

▽取締役
(株式会社長谷工ライフ 代表取締役
社長)

板東 治機

▽取締役
株式会社センチュリーライフ 取締
役

野本 久

▽執行役員 人事部長
(株式会社センチュリーライフ 執行
役員)

菅野 靖広

▽執行役員 開設企画部長
株式会社生活科学運営 執行役員 運
営担当

森村 泰之

▽執行役員 営業担当 兼 関東・中
部営業部長

(株式会社生活科学運営 関東営業部
長)

矢部 由紀子
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▼株式会社センチュリーライフ

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽常務執行役員 運営担当 取締役 田中 秀昌

▽取締役 (執行役員) 筒井 範行

▽取締役 株式会社生活科学運営 取締役 見目 久美子

▽退任 (執行役員) 菅野 靖広

▽退任 (執行役員) 元原 幹夫

なお、4月1日付で、菅野靖広は株式会社長谷工シニアホールディングス執行役員に就任予定です。

▼株式会社生活科学運営

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽取締役 (代表取締役兼専務執行役員) 幸谷 登

▽取締役 (執行役員) 見目 久美子

▼株式会社長谷工システムズ

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽大阪支店長 執行役員 渋谷 嘉輝

▽退任 (執行役員 大阪支店長) 佃 俊治

なお、4月1日付で、佃俊治は専門役に就任予定です。

▼不二建設株式会社

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽専務執行役員  関西支社建築部門
管掌 兼 東京本社建築部門管掌

(常務執行役員 関西支社生産管理部
門･設計部門管掌 兼 建築部門担当)

取締役 松本 琢三

▽関西支社生産管理部門･設計部門
管掌

(東京本社建築部門管掌)
常務執行役員 東京本社設計部門管
掌 兼 生産管理部門担当

山崎 仁

▽関西支社建築部門建築一部･二部･
建築管理部･安全管理部担当

執行役員 関西支社生産管理部門担
当

舩橋 慶一郎
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▼総合地所株式会社

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽専務執行役員 (常務執行役員) 取締役 大阪支店･経営管理管掌 西森 信二

▽取締役 常務執行役員 営業管掌 下村 哲史

▽経営管理部門 財務部・経理部・
システム部担当

(財務本部長) 取締役兼執行役員 小須田 文明

▽取締役兼常務執行役員 経営管理
部門法務部･大阪法務部･人事総務
部･営業企画部担当

(株式会社長谷工コーポレーション
経営管理部門人事部･人材開発部 統
括部長)

豊岡 哲

▽賃貸事業部長 (賃貸事業本部長) 常務執行役員 吉田 孝

▽常務執行役員 大阪支店不動産事
業部長

(株式会社長谷工コーポレーション
関西都市開発部門関西住宅開発事業
部長)

釜須 健朗

▽分譲第一事業部長 (分譲事業本部長) 執行役員 梅津 英司

▽分譲第一事業部 副事業部長 (不動産開発事業本部) 執行役員 用地開発部担当 井上 理晴

▽執行役員 分譲第二事業部長
(株式会社長谷工コーポレーション
都市開発部門住宅開発事業部事業推
進１部長)

小田 見佳

▽技術部門長 (分譲事業本部 副本部長) 執行役員 久利生 清隆

▽技術部門 副部門長 (大阪支店分譲事業本部 副本部長) 執行役員 本多 正人

▽賃貸事業部 副事業部長 (賃貸事業本部 副本部長) 執行役員 松田 健二

▽賃貸事業部 副事業部長 (賃貸事業本部 副本部長) 執行役員 高瀨 展義
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▼総合ハウジングサービス株式会社

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽顧問 (執行役員 技術管理部担当) 播口 輝二

▼株式会社ジョイント･コーポレーション

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽常務取締役 (取締役) 豊岡 哲

▼新潟洋家具株式会社

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽取締役兼常務執行役員 (常務取締役) 関塚 美津夫

▽執行役員 取締役 森田 壮一

▽執行役員 生産本部統括工場長 加藤 文博

▼株式会社長谷工ナヴィエ

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽専務取締役
(株式会社長谷工コーポレーション
建設部門第一施工統括部建設２部
長)

谷津 明

▼旭環境設計株式会社

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽取締役
(株式会社長谷工コーポレーション
関西建設部門第一施工統括部建設２
部 所長)

中津川 康

[４]関連会社人事

（発令日：平成２８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･ＩＣＴ活用推進ＰＪ
室･サービス事業推進部門スマート
マンション事業部事業企画部 統括
部長

(経営企画部･ＩＣＴ活用推進ＰＪ室
統括部長 兼 サービス事業推進部門
スマートマンション事業部事業企画
部長)

榑松 行雄

▽経理１部･２部･３部･関西経理部･
九州管理チーム 統括部長

(経理１部･２部･３部･関西経理部･
九州管理チーム･情報システムチー
ム･関西情報システムチーム 統括部
長)

小江 恭一

▽経営企画部長
(株式会社長谷工コーポレーション
営業企画部門営業企画部長)

増子 真司

▽経営企画部 ゼネラルスタッフ (経営企画部 担当部長) 山本 誠

▽ＩＣＴ活用推進ＰＪ室 ゼネラル
エンジニア

山本 靖司

▽新事業推進部長 兼 サービス事業
推進部門スマートマンション事業部
事業企画部長

(サービス事業推進部門スマートマ
ンション事業部事業企画部 担当部
長)

野世溪 卓也

▽リスク統括部長 法務部長 石山 靖則

▽経理２部長 (経理３部 担当部長) 鈴木 裕二
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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･契約部 統括部長
(株式会社長谷工アネシス 経営管理
部門経営企画部長)

今岸 康郎

▽契約部長 (契約部 課長) 石川 芳央

▽人事総務部長 (人事総務部 担当部長) 辻村 浩之

【東京支社】

▽営業開発部長 (営業開発部 課長) 中谷 徹

▽営業企画部長 (商品開発部長) 下田 育弘

▽施設営業部長 (営業開発部 課長) 岩本 憲一

▽素敵生活営業部長
(株式会社長谷工コーポレーション
都市開発部門住宅開発事業部法人営
業部長)

宮﨑 武彦

▽マンションサポート部長 (素敵生活営業部 課長) 田上 真一

▽支店統括部 統括部長
(株式会社長谷工ライフ 常務執行役
員担当)

浅野 幸一

▽組合会計部･アウル２４センター
統括部長

(長期修繕計画部･アウル２４セン
ター 統括部長)

古市 政男

▽コスト管理部長 (東関東支店施設管理部長) 小久保 勉

▽西関東支店マンション管理１部長 (西関東支店マンション管理部長) 平川 敏

▽西関東支店マンション管理２部長 (組合会計部 課長) 池上 哲也

▽東京西支店長 (東京西支店マンション管理１部長) 飯見 保

▽東京西支店マンション管理１部長 (東京西支店マンション管理２部長) 本浦 良宣

▽東京西支店マンション管理２部長 (業務推進部 担当部長) 巻島 安希子

▽北関東支店長 (支店統括部･組合会計部 統括部長) 高木 丈彦

▽東関東支店施設管理部長 (東京支店施設管理部 課長) 菅井 誠

【関西支社】

▽マンション管理営業部･営業開発
部 統括部長

(マンション管理営業部長) 祐実 宏行

▽支店統括部長 (大阪支店マンション管理３部長) 下野 学

▽大阪支店マンション管理３部 統
括部長

(支店統括部・組合会計部 統括部
長)

中谷 邦彦

▽大阪支店マンション管理３部長
(大阪支店マンション管理２部 課
長)

杉本 玲子

▽名古屋支店 統括部長 (名古屋支店長) 和田 勝
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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

▽関西人事総務部長 (関西人事総務部 担当部長) 藤井 秀敏

【東京支社】

▽営業２部長 (営業３部 担当部長) 下窪 修一

▽営業３部長 (営業４部長) 滝澤 岳夫

▽営業４部長 (営業４部 担当部長) 布施 良則

▽営業５部長 (営業２部長) 牛島 良成

▽営業推進部長
(株式会社長谷工アネシス サービス
事業推進部門スマートマンション事
業部営業１部長)

木村 孝幸

▽技術部 統括部長
(株式会社長谷工コーポレーション
技術推進部門技術研究所第４研究開
発室長)

大野 雅広

▽法人営業部･インテリア営業１部･
２部･３部･インテリア企画課 統括
部長

(インテリア営業１部長) 高橋 和幸

▽法人営業部長
(株式会社長谷工アーベスト 受託販
売第三部門販売一部長)

生島 純一

▽インテリア営業２部長 (インテリア営業１部 担当部長) 中山 光一

▽インテリア営業３部長 (インテリア営業１部 担当部長) 滝沢 澄江

▽インテリア営業４部長 (インテリア営業２部長) 藤原 幸久

▽工事２部長 (工事２部 担当部長) 岡田 栄治

▽工事４部長 (工事４部 担当部長) 鹿島 美克

▽コスト管理部･安全管理部･品質管
理部 統括部長

(コスト管理部長) 奥村 孝二

▽コスト管理部長 (コスト管理部 担当部長) 森 康次

【関西支社】

▽営業１部長 (営業１部 課長) 錦織 恭一

▽営業２部長 (営業１部長) 井上 直岐

▽営業推進部長 営業開発部長 蒲生 伝一郎

▽インテリア営業１部長 (インテリア営業１部 店長) 三上 隆

▽工事２部長 (工事２部 課長) 中村 暢孝

▽コスト管理部長 (コスト管理部 担当部長) 大塚 眞吾

▽品質管理部長 兼 安全管理部長 (品質管理部 課長) 太田 雅浩
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▼株式会社長谷工ライブネット

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽ＩＴ推進部長 (人事総務部 チーフ) 市川 雅康

▽人事総務部長 (人事総務部 担当部長) 下田平 満

【東京支社】

▽ＰＭ第二事業部賃貸営業部長 (関西支社賃貸営業二部 チーフ) 岩見 徹

▽業務管理部長 (ＰＭ第二事業部賃貸営業部長) 酒井 敬隆

【関西支社】

▽リフレッシュ工事部長 (施設管理部長) 神田 隆広

▽名古屋支店建物管理部長 (名古屋支店営業部 チーフ) 田中 大作

▽広島支店長 (広島支店準備室 部長) 稲野 博之

▼株式会社長谷工ビジネスプロクシー

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

【東京】

▽代行業務部長 (代行業務部 チーフ) 小松 隆之

▽システム戦略部長 代行営業部長 平川 美幸

▼株式会社長谷工アーベスト

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽業務推進部長 (関西業務推進部長) 船越 昌宏

▽本社部門総務部･人事部･関西人事
総務部 統括部長

(経営管理部門人事総務部･関西人事
総務部 統括部長)

西川 正純

▽本社部門総務部長
(受託販売部門業務推進部 担当部
長)

村田 秀一
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【東京支社】

▽受託販売部門販売一部・二部・三
部 統括部長

(受託販売第一部門販売一部長) 村尾 孝彦

▽受託販売部門販売四部・五部 統
括部長

(受託販売部門契約業務部長) 関谷 謙輔

▽受託販売部門販売一部長 (受託販売第一部門販売二部長) 大澤 覚平

▽受託販売部門販売二部長 (受託販売第二部門販売一部長) 内山 修

▽受託販売部門販売三部長 (受託販売第一部門販売三部長) 高橋 大樹

▽受託販売部門販売四部長 (受託販売第三部門販売三部長) 篠原 一博

▽受託販売部門販売五部長
(受託販売第一部門販売二部 上席プ
ロジェクトマネージャー)

宮﨑 公昌

▽受託販売部門広域販売部長 (受託販売第一部門広域販売部長) 中井 寿行

▽販売企画部門販売企画一部長 (受託販売部門企画営業部長) 鈴木 貴子

▽販売企画部門販売企画二部長
(株式会社長谷工コーポレーション
営業部門埼玉支店長)

羽富 大二

▽販売企画部門販売企画三部長 (受託販売第三部門販売二部長) 田村 正則

▽販売企画部門市場調査部長 (受託販売部門市場調査部長) 太田 祐美子

▽販売企画部門営業促進部長 (受託販売部門営業促進部長) 原 賢一

【関西支社】

▽受託販売部門販売三部長
(受託販売部門販売一部 上席プロ
ジェクトマネージャー)

妻鹿 英規

▽名古屋支店販売二部長 (受託販売第二部門販売二部長) 古屋 尚三

▽販売企画部門関西販売企画部長 (受託販売部門販売三部長) 小林 税代

▽関西契約業務部長 (受託販売部門関西契約業務部長) 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

【東京支社】

▽流通営業部門営業１部長
(流通営業部門流通第二事業部仲介
二部長)

青柳 喬

▽流通営業部門営業２部長
(流通営業部門流通第一事業部仲介
一部長)

田中舘 常隆

▽流通営業部門リノベーション推進
部 統括部長

(株式会社長谷工コーポレーション
建設部門第二施工統括部 総合所長)

小林 義彰
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【関西支社】

▽法人営業部門 統括部長
(株式会社長谷工アーベスト 関西企
画営業部 統括部長)

松本 光治

▽流通営業部門営業１部長 (流通営業部門仲介一部長) 一花 満寿夫

▽流通営業部門営業２部長 (流通営業部門仲介二部長) 小寺 伸幸
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