
2021年3月18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：２０２１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・営業管理部・分譲事
業管理部 統括部長

(営業管理部長 兼 分譲事業管理部
長)

高畠 一夫

▽ホスピタリティ推進室長
(経営管理部門 ミュージアム運営部
長)

津金 恵

【営業部門】

▽第一事業部 副事業部長
(関西営業部門 第二事業部 営業２
部長)

三浦 研二

▽第一事業部 営業１部長 (第一事業部 営業２部長) 後藤 史晴

▽第一事業部 営業２部長
(第一事業部 営業２部 第１チーム
チーフ)

長谷川 和良

▽第三事業部 不動産１部長
(第三事業部 不動産１部第１チーム
チーフ)

佐久間 透

▽横浜支店 営業１部長 (横浜支店 営業２部長) 太田 武史

▽横浜支店 不動産１部長 (第三事業部 不動産１部長) 吉田 幸広

▽九州・沖縄事業部長 (九州・沖縄事業部 副事業部長) 増子 真司

▽九州・沖縄事業部 営業２部長
(株式会社長谷工コミュニティ 受託
営業部門 受託営業１部長)

落合 明彦

【都市開発部門】

▽都市開発事業部 土地活用コンサ
ルタント部長

(営業部門 第二事業部 不動産２部
ゼネラルスタッフ)

羽富 大二

▽都市開発事業部 不動産１部・２
部・法人営業部 統括部長

(営業部門 第一事業部 副事業部長) 竹内 郁夫

▽都市開発事業部 不動産１部長 (営業部門 横浜支店 不動産１部長) 野呂田 篤

▽都市開発事業部 不動産２部長 (都市開発事業部 不動産部長) 榊原 洋一

▽建替・再開発事業部 建替営業１
部・２部・３部 統括部長

(マンション再生事業部 営業３部
長)

登坂 昭一

▽建替・再開発事業部 建替営業３
部長

(営業部門 横浜支店 営業１部長) 岡部 景

▽建替・再開発事業部 建替・リ
フォーム相談室・企画管理部 統括
部長

(営業部門 東日本不動産営業部・北
海道不動産営業部 統括部長)

東ケ崎 幸浩

▽建替・再開発事業部 再開発推進
１部・２部・３部・白金事業所・街
づくり相談室 統括部長

(都市開発事業部 再開発推進１部・
２部・白金事業所 統括部長)

長田 昇

▽建替・再開発事業部 再開発推進
２部長 兼 白金事業所 部長

(都市開発事業部 白金事業所 部長) 小林 剛

▽建替・再開発事業部 街づくり相
談室 部長

(営業部門 第一事業部不動産２部
長)

友澤 裕樹

▽不動産投資事業部 アセットマネ
ジメント部 ゼネラルスタッフ

澤村 経太

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 統括部長 (第一施工統括部 建設３部長) 鈴木 敏之

▽第一施工統括部 上席総合所長 (第一施工統括部 総合所長) 有吉 敏夫

▽第一施工統括部 建設３部長
(第一施工統括部 建設２部 上席所
長)

服部 卓

▽第一施工統括部 総合所長 (第一施工統括部 上席所長) 石井 寿典

▽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)

淀 保貴

▽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)

村田 浩一郎

▽第三施工統括部 総合所長
(第三施工統括部 建設３部 上席所
長)

瑞木 敬一

▽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)

西野 慶

▽第四施工統括部・超高層施工計画
部 統括部長

(第四施工統括部 建設２部長) 上垣 秀人

▽第四施工統括部 建設２部長 兼
超高層施工計画部長

(第三施工統括部 総合所長) 高見 真二

▽ＣＳ促進３部 ゼネラルエンジニ
ア

(第三施工統括部 総合所長) 綱本 剛

▽設備部長 (設備部 第３チーム 担当部長) 森山 知之

▽設備部 ゼネラルエンジニア (設備部 第４チーム 担当部長) 石川 一利

▽建設ＢＩＭ推進部・ＤＸ推進部・
建設ＩＴ推進部・生産推進１部・２
部 統括部長

(建設ＢＩＭ推進部・ＤＸ推進部 統
括部長)

原 英文

▽生産推進２部長 (生産計画部長) 知久 宏行

▽技術部 ゼネラルエンジニア (技術部 テクニカルエンジニア) 長谷川 淳

▽品質管理１部長 (施工品質検査部長) 安永 浩一

▽品質管理２部長 (第三施工統括部 建設２部 所長) 山口 秀樹

▽安全管理部長
(安全管理部 安全管理チーム 担当
部長)

大野 英知

▽安全管理部 ゼネラルスタッフ (第一施工統括部 総合所長) 大沢 真之

▽購買管理部・購買２部 統括部長 (第四施工統括部 統括部長) 高橋 博幸

▽積算１部・２部・３部・コスト戦
略部 統括部長

(購買管理部・購買２部 統括部長) 内藤 敦

▽積算２部長 (積算２部 第２チーム チーフ) 栃谷 光成

▽超高層プロジェクト推進１部・２
部 統括部長

(超高層プロジェクト推進１部長) 宮本 徳雄

【設計部門】

▽エンジニアリング事業部 第５設
計室長

(エンジニアリング事業部 第５設計
室 ゼネラルプランナー)

金巻 浩二

2/14



▽エンジニアリング事業部 第１・
第２設計計画室・企画設計室・コス
ト企画室 統括室長

(エンジニアリング事業部 第１・第
２設計計画室・企画設計室 統括室
長)

鬼丸 典三

【関西営業部門】

▽第二事業部 営業２部長 (営業部門 第一事業部 営業１部長) 東 康弘

【東海営業部門】

▽名古屋支店長 (名古屋支店 副支店長) 間瀬 さゆり

▽名古屋支店 営業１部長 (名古屋支店 営業２部長) 西村 哲也

▽名古屋支店 営業２部長
(関西営業部門 第二事業部 営業２
部 第１チーム チーフ)

尾上 宏典

▽名古屋支店 不動産１部長 (名古屋支店 不動産２部長) 鳥居 摂

▽名古屋支店 不動産２部長
(関西営業部門 第一事業部 神戸支
店 テクニカルスタッフ)

畑中 秀元

【関西都市開発部門】

▽都市開発事業部 建築営業１部・
２部・土地活用コンサルタント部
統括部長

(都市開発事業部 建築営業部長 兼
土地活用コンサルタント部長)

長谷川 斉

▽都市開発事業部 建築営業２部長
兼 土地活用コンサルタント部 ゼネ
ラルスタッフ

(都市開発事業部 建築営業部第１
チーム 担当部長)

高田 裕生

▽都市開発事業部 建築営業１部 ゼ
ネラルスタッフ 兼 土地活用コンサ
ルタント部 ゼネラルスタッフ

(都市開発事業部 建築営業部 ゼネ
ラルスタッフ 兼 土地活用コンサル
タント部 ゼネラルスタッフ)

中嶌 康友

【関西建設部門】

▽第一施工統括部 統括部長 (第二施工統括部 統括部長) 保田 英和

▽第一施工統括部 建設１部長 (第一施工統括部 総合所長) 久保田 成英

▽第二施工統括部 統括部長 (第二施工統括部 建設２部長) 吹田 英徳

▽第二施工統括部 建設２部長 (購買部長) 稲垣 康治

▽第三施工統括部 総合所長（名古
屋支店担当）

(第三施工統括部 建設部 上席所長
（名古屋支店担当）)

竹下 勲

▽計画推進部・環境システム部 統
括部長

(第一施工統括部 建設１部長) 下村 泰啓

▽購買部長 (購買部 契約第１チーム 担当部長) 鈴木 雄二

【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・第２設計室・デザイン室 統括
室長)

古川 俊一郎

▽大阪エンジニアリング事業部 第
１設計室長

(大阪エンジニアリング事業部 第２
設計室長)

丸尾 和彦

▽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 第１チーム 担当部長)

玉木 克也

▽大阪エンジニアリング事業部 デ
ザイン室・商品企画室（大阪）統括
室長

(大阪エンジニアリング事業部 商品
企画室（大阪）室長)

澤瀬 一徳
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▽大阪エンジニアリング事業部 コ
スト企画室・設計計画室・企画設計
室・第３設計室 統括室長

(大阪エンジニアリング事業部 企画
設計室長)

柴山 久樹

【技術推進部門】

▽ベトナム施工推進室長 (海外技術企画室 総合所長) 田口 雅克

▽技術研究所 先端技術研究室 ゼネ
ラルエンジニア

(技術研究所 先端技術研究室 テク
ニカルエンジニア)

井上 雅之

【経営管理部門】

▽ (大阪総務部 ゼネラルスタッフ)
広報部（大阪）ゼネラルスタッフ
兼 ＣＳＲ部（大阪）ゼネラルス
タッフ

福貴田 保洋

▽リスク管理部 ゼネラルスタッフ (リスク管理部 担当部長) 浅沼 美知子

▽リスク管理部 ゼネラルスタッフ (大阪法務部長) 塩井 実

▽大阪法務部長 (法務部 担当部長) 日野 功一

▽経理部長 (大阪経理部長) 坂 宣和

▽主計部長 (経理部長) 数井 進一

▽大阪経理部・大阪グループ経理部
統括部長

(主計部長) 佐竹 正彦

▽大阪経理部長 (大阪グループ経理部長) 品野 大祐

▽監査役室・監査部 統括部長 (監査部長) 石田 三彦

[２]機構改革

（発令日：２０２１年４月１日）

１．営業部門

（１）北海道エリアの不動産分譲事業を(株)長谷工不動産にて一貫で行う体制とするため、北海道不動産営業部を解消する。

２．都市開発部門

（１）都市開発事業部の不動産部を不動産１部に、情報開発部を不動産２部に改称し、不動産情報の収集力強化を図る。

（２）建替・再開発事業部の営業１部・２部・３部を、建替営業１部・２部・３部に改称する。

（３）建替・再開発事業部に再開発推進３部と街づくり相談室を新設する。

３．関西都市開発部門

（１）都市開発事業部の建築営業部を建築営業１部に改称し、建築営業２部を新設する。

４．建設部門

（１）施工品質検査部を品質管理１部に改称し、品質管理２部を新設し、現場の品質管理体制強化を図る。

（２）生産推進部を生産推進１部に、生産計画部を生産推進２部に改称する。

（３）超高層施工計画部を新設する。

５．技術推進部門

（１）ベトナム施工推進室を新設する。
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[３]関連各社役員人事

（発令日：２０２１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

▽価値創生部門 関西ＩＣＴ活用推
進部担当

(価値創生部門担当補佐（関西ＩＣ
Ｔ）)

執行役員 楢崎 泰司

▼株式会社長谷工管理ホールディングス

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽法務部・東西リスク管理部・東西
総務部管掌

(法務部・東西リスク管理部・東西
総務部担当)

常務執行役員 経営管理部門 経営企
画部･事業企画部・契約部管掌 兼
システム統括部・東西人事部担当

木村 剛

▽執行役員 経営管理部門 法務部・
東西リスク管理部・東西総務部担当

(経営管理部門 法務部・リスク管理
部・総務部 統括部長)

鈴木 克司

▽執行役員 経営管理部門 経理部担
当

(株式会社長谷工コーポレーション
経営管理部門 グループ経理部長)

筒井 範行

▽退任
(執行役員 経営管理部門 経理部担
当)

和田 好晴

▽退任 (監査役) 塩路 敏一

なお、4月1日付で和田 好晴は、株式会社長谷工ライブネット監査役に就任予定です。

▼株式会社長谷工コミュニティ

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽マンション管理部門（東京）西関
東支店長

(マンション管理部門（東京）西関
東支店担当)

取締役 兼 常務執行役員 マンショ
ン管理部門（東京）横浜支店担当

西野 順二

▽マンション管理部門（東京）東京
南支店・東京北支店担当

(マンション管理部門（東京） 東京
南支店長)

常務執行役員 マンション管理部門
（東京）東京支店・東京西支店担当

田中 克彦

▽マンション管理部門（東京）東関
東支店長

(マンション管理部門（東京）東関
東支店担当 兼 東京北支店長)

常務執行役員 マンション管理部門
（東京）北関東支店担当

水野 圭介

▽マンション管理部門（東京）本社
マンション管理部・仙台・札幌支店
担当

常務執行役員 業務推進部門（東
京）担当 兼 業務推進部門（関西）
業務推進部 ・事務センター・組合
会計部担当

高木 丈彦

▽マンション管理部門（関西）神戸
支店担当

執行役員 マンション管理部門（関
西）大阪南支店長

宮永 剛

▽退任
(執行役員 ＬＭ管理部門 東京地区
担当)

渡辺 正哉

▽退任
(執行役員 ＬＭ管理部門 関西地区
担当)

三木 隆徳

▽退任
(執行役員 素敵生活部門 関西素敵
生活営業部担当)

釜須 健朗

▼株式会社長谷工コミュニティ九州

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽取締役
常務執行役員 マンション管理部・
施設管理部管掌

小川 幸治

▼株式会社長谷工コミュニティ西日本

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽常務執行役員 中四国支店管掌 兼
大阪支店長 兼 組合会計部・業務推
進部・労務人事総務部・受託営業部
担当

(株式会社長谷工コミュニティ マン
ション管理部門（関西）大阪北支店
長)

和田 勝
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▽退任 (取締役) 永田 実男

▽退任

(常務執行役員 中四国支店管掌 兼
大阪支店長 兼 組合会計部・業務推
進部・労務人事総務部・受託営業部
担当)

中谷 邦彦

なお、4月1日付で中谷 邦彦は、株式会社長谷工コミュニティ専門役に就任予定です。

▼株式会社長谷工不動産

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽開発事業部門・アセット部門・コ
ンセプト開発事業部門・販売営業部
門・営業企画部 管掌

(営業管掌) 取締役 兼 専務執行役員 玉田 想一郎

▽取締役
常務執行役員 開発事業部門 大阪支
店・九州・沖縄支店 担当

世利 幸仁

▽ 事業推進部門 事業推進１部・２
部・九州事業推進部 担当

(事業推進部門担当) 取締役 兼 執行役員 黒松 一義

(商品企画部担当)
執行役員 営業企画部・業務推進部
担当

澤田 学

▼総合地所株式会社

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽執行役員 名古屋支店担当
株式会社長谷工アネシス シニア分
譲マンションＰＪ室長

小川原 孝

▽退任 ▽執行役員 名古屋支店担当 釜田 耕一郎

▼株式会社ジョイント・プロパティ

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽ＰＭ１部・２部・３部・営業推進
部担当

(ＰＭ部・受託運用部・ソリュー
ション部担当)

取締役 兼 執行役員 オペレーショ
ン部・メンテナンス部担当

南 恵喜

▽退任

(取締役 兼 専務執行役員 ＰＭ部・
受託運用部・オペレーション部・メ
ンテナンス部・ソリューション部・
営業企画部管掌)

小塚 博文

▼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

▽執行役員 運営部門 運営１部担当 (管理部門 総務部長) 大成 真紀

▽執行役員 運営部門 運営３部担当
(運営部門 関西第１エリア エリア
マネージャー )

矢田 博司

▼株式会社長谷工ライブネット

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽執行役員 東京支社 ＰＭ第一事業部長 細井 和彦

▽東京支社 契約更新部・業務管理
部担当

執行役員 経営管理部門 経理部・リ
スク管理部担当

小江 恭一

▽ＤＸ推進ＰＪ室担当
(東京支社 契約更新部・業務管理部
担当)

執行役員 経営管理部門 経営企画
部・ＩＴ推進部担当 兼 東西運営部
担当

松田 健二

▽執行役員 関西支社 資産マネジメ
ント部・賃貸営業一部・二部・業務
管理部担当

(関西支社 福岡支店長) 橋本 靖

▽監査役
(株式会社長谷工管理ホールディン
グス 執行役員)

和田 好晴
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▽退任 (監査役) 日岐 晋三

▼株式会社長谷工アーベスト

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽営業企画部門担当 (営業企画部担当) 執行役員 本社部門 経理部担当 山本 誠

▼株式会社長谷工インテック

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽東京支社長
(インテリア営業部・アイセルコ営
業部・デザイン部・施工管理部管
掌)

常務執行役員 茂木 正

▽関西支社長
(関西デザイン部・名古屋支店管掌
兼 関西営業部担当)

常務執行役員 内田 雄司

▽東京支社 アイセルコ営業部管掌
兼 インテリア営業部・デザイン部
担当

(アイセルコ営業部・デザイン部・
施工管理部管掌 兼 インテリア営業
部担当)

常務執行役員 金子 美佐子

▽東西施工管理部担当 (デザイン部・施工管理部担当) 執行役員 平澤 享

▽関西支社 アイセルコ営業部・イ
ンテリア営業部・デザイン部担当

(関西デザイン部・名古屋支店担当) 執行役員 小林 税代

▼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 法人営業部門 法人営業
２部・法人業務部担当)

執行役員 東京支社 法人営業部門
法人営業１部・土地再生部担当

筑田 良

▽東京支社 法人営業部門 法人営業
２部担当

(東京支社 法人営業部門 法人営業
４部担当)

執行役員 東京支社 法人営業３部
担当

杉本 誠一

▽東京支社 流通営業部門担当
(東京支社 流通営業部門 営業３部
担当)

執行役員 山口 長次郎

▽退任
(執行役員 関西支社 流通営業部門
担当)

一花 満寿夫

▼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 営業部門担当

(営業部門 営業１部・２部・３部・
シート防水営業部管掌 兼 法人営業
部・営業開発部・営業推進部・九州
支店担当)

常務執行役員 守谷 一志

▽関西支社 営業部門担当
(関西営業部門 営業１部･２部・営
業推進部・法人営業部・営業開発
部・名古屋支店管掌)

常務執行役員 宮井 清彦

▽取締役 兼 常務執行役員 東京支
社 建設部門担当

(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 統括部
長)

星野 竜緒

▽東京支社 営業部門営業１部･２
部・３部・シート防水営業部・九州
支店・法人営業部・営業開発部・営
業推進部担当

(営業部門営業１部･２部・３部・
シート防水営業部担当))

執行役員 滝澤 岳夫

▽執行役員 東京支社 インテリア本
店営業部・インテリア企画部・イン
テリア営業１部・２部担当

(営業部門インテリア営業１部・２
部・３部 統括部長)

滝沢 澄江

▽東京支社 建設部門 工事１部・２
部・３部・４部・九州工事部・設備
工事部・コスト管理部担当

(建設部門 工事１部・２部・設備工
事部担当)

執行役員 川口 崇政

▽執行役員 関西支社 関西営業部門
営業１部・２部・名古屋支店・営業
推進部担当

(関西営業部門 名古屋支店・関西建
設部門 名古屋工事部 統括部長)

南條 健一
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▽関西支社 関西営業部門 法人営業
部・営業開発部担当

(関西営業部門 インテリア営業１
部・２部担当)

執行役員 片山 敏信

▽ 関西支社 関西営業部門 インテ
リア営業１部・２部・インテリア企
画部担当

(営業部門 インテリア本店営業部担
当)

執行役員 高橋 和幸

▽関西支社 関西建設部門 工事１
部・２部・３部・名古屋工事部・環
境管理部担当

(関西建設部門 工事１部・２部・３
部・名古屋工事部担当)

執行役員 山口 真治

▽退任
(執行役員 建設部門 工事３部・４
部・九州工事部担当)

後藤 己知郎

なお、4月1日付で後藤己知郎は技術顧問に就任予定です。

▼不二建設株式会社

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽取締役
常務執行役員 東京支社 営業部門管
掌

衣笠 信三

▽取締役 兼 東京支社 設計部門管
掌

(東京支社 設計部門担当)
常務執行役員 関西支社 設計部門担
当

西村 譲司

▽常務執行役員 関西支社 営業部門
管掌

(執行役員) 関西支社 不動産部門担当 中川 喜貴

▽執行役員 東京支社 建築部門担当
(東京支社 建築部門 建築一部・二
部・三部 統括部長)

加藤 甲四郎

(東京支社 建築部門担当)
執行役員 東京支社 生産管理部門担
当

小倉 一彦

▽執行役員 東京支社 設計部門担当
(東京支社 設計部門 設計部・設計
監理部 統括部長)

小松 利匡

▽退任
(執行役員 東京支社 建築管理部門
担当)

山本 正志

なお、4月1日付で山本正志は上席専門役に就任予定です。

▼株式会社長谷工システムズ

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽常務執行役員 大阪支店長

(株式会社長谷工コーポレーション
関西都市開発部門 都市開発事業部
建築営業部・土地活用コンサルタン
ト部 統括部長)

堀江 治

▽執行役員 東京支店 レンタル・
リース営業１部・２部・３部担当

(東京支店 レンタル・リース営業１
部・２部 統括部長)

市川 雅康

▽大阪支店レンタル運営部担当
(大阪支店 印刷営業１部･２部･３
部・ストレージ営業部担当)

執行役員 小林 誠一

▽大阪支店レンタル営業部・スト
レージ営業部担当

(東京支店 レンタル・リース営業３
部担当)

執行役員 木村 孝幸

▽大阪支店 保険営業部担当 執行役員 東京支店 保険営業部担当 村尾 孝彦

▽退任
(取締役 兼 常務執行役員 大阪支店
長)

渋谷 嘉輝

▽退任
(執行役員 大阪支店 保険営業部担
当)

塚本 之祥

▼株式会社長谷工ジョブクリエイト

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽東京支社長 取締役 兼 副社長執行役員 小林 直人

▽関西支社長
(関西人材コンサルティング部・関
西受託営業部担当)

取締役 兼 常務執行役員 正田 寛実

▽関西支社 人材コンサルティング
部担当

(人材コンサルティング１部・２部
担当)

取締役 兼 常務執行役員 滝口 浩幸
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▽常務執行役員 東京支社 人材コン
サルティング２部・受託営業部担当

(執行役員 受託営業部担当) 永津 秀平

▼新潟洋家具株式会社

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽執行役員 営業本部コスト管理部
門長

(営業本部営業部 部長) 渡邉 豊

▼株式会社長谷工設計

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽代表取締役社長 堀井 規男

▽取締役 兼 関西支店長
(関西支店 ＢＩＭ設計１部・２部担
当)

執行役員 吉村 洋祐

▽執行役員 ＢＩＭ設計１部・２
部・３部担当

(ＢＩＭ設計１部・２部・３部 統括
部長)

木下 裕晶

▽執行役員 関西支店 ＢＩＭ設計１
部・２部担当

(関西支店 ＢＩＭ設計１部 部長) 園田 勝

▽執行役員 関西支店 ＢＩＭ設計３
部・４部担当

(関西支店 ＢＩＭ設計３部 部長) 竹内 貞之

▽退任 (代表取締役社長) 残間 正人

▽退任
(執行役員 関西支店 ＢＩＭ設計
３・４部担当)

岩田 亮治

なお、４月１日付で堀井規男は、株式会社長谷工コーポレーション執行役員に、

残間正人は、株式会社長谷工不動産ホールディングス上席専門役に、

岩田 亮治は、株式会社長谷工設計専門役にそれぞれ就任予定です。

▼株式会社長谷工総合研究所

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

代表取締役社長 兼 所長 大崎 健一

▽退任 (代表取締役社長 兼 所長) 久田見 卓

なお、４月１日付で久田見卓は、株式会社長谷工コーポレーション参与に就任予定です。

▼株式会社細田工務店

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽営業部門 分譲事業担当 (営業部門 分譲企画担当) 執行役員 営業部門 不動産担当 吉田 竜士

▽営業部門 分譲事業担当補佐 (営業部門 分譲企画担当補佐)
執行役員 営業部門 不動産担当補佐
兼 東北営業所営業担当

川﨑 修宏

▽管理部門 総務・リスク管理担当 (管理部門 総務部長) 執行役員 中川 潔
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[４]関連各社人事

（発令日：２０２１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

▽価値創生部門ＣＲ推進部長
(価値創生部門 ＣＲ推進部 グルー
プマーケティングチーム 担当部長)

寺島 智子

▽価値創生部門 ＩＴ推進部・ＩＣ
Ｔ活用推進部 統括部長

(価値創生部門 ＩＴ推進部長) 三田 裕明

▼株式会社長谷工管理ホールディングス

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽関西総務部長
(経営管理部門 関西総務部 総務課
担当部長)

弟子丸 信子

▼株式会社長谷工コミュニティ

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽マンション管理部門（東京）東京
支店 マンション管理３部長

(マンション管理部門（東京）東京
西支店 マンション管理１部長)

佐藤 正幸

▽マンション管理部門（東京）東京
支店 施設管理部長

(マンション管理部門（東京）東関
東支店 施設管理部長)

菅井 誠

▽マンション管理部門（東京）東京
南支店 マンション管理１部長

(マンション管理部門（東京）東京
支店 マンション管理２部長)

峯吉 文明

▽マンション管理部門（東京）東京
南支店 施設管理部長

(技術支援部門（東京）計画修繕推
進部長)

深沢 公雅

▽マンション管理部門（東京）東京
西支店 マンション管理１部長

(マンション管理部門（東京）東関
東支店 マンション管理２部長)

重冨 貴広

▽マンション管理部門（東京）東京
北支店長

(マンション管理部門（東京）東京
北支店 マンション管理１部長 兼
施設管理部長)

谷口 修

▽マンション管理部門（東京）東京
北支店 マンション管理３部長

(マンション管理部門（東京）横浜
支店 マンション管理１部長)

原田 琢磨

▽マンション管理部門（東京）横浜
支店 マンション管理３部長

(マンション管理部門（東京）静岡
支店長 兼 沼津支店長)

岩田 考広

▽マンション管理部門（東京）北関
東支店長

(マンション管理部門（東京）東関
東支店長)

中村 紳一

▽マンション管理部門（東京）東関
東支店 マンション管理２部長

(マンション管理部門（東京）東関
東支店 マンション管理２部 フロン
ト１課 担当部長)

田中 貴章

▽マンション管理部門（東京）東関
東支店 施設管理部長

(マンション管理部門（東京）北関
東支店 施設管理部長)

福山 優次

▽マンション管理部門（東京）本社
マンション管理１部・２部・本社施
設管理部 統括部長

(マンション管理部門（東京）東京
南支店 マンション管理１部長 兼
施設管理部長)

橋本 秀俊

▽マンション管理部門（東京） Ａ
Ｓ１部長

(マンション管理部門（東京）横浜
支店 マンション管理３部長)

渡辺 達也

▽マンション管理部門（東京）ＡＳ
２部長 兼 ＰＳ部長

(マンション管理部門（東京）北関
東支店 マンション管理２部長)

武藤 裕

▽マンション管理部門（東京）静岡
支店長 兼 沼津支店長

(マンション管理部門（東京）ＡＳ
部長)

竹内 誠人
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▽業務推進部門（東京） 組合会計
１部・２部・アウル２４センター・
研修センター 統括部長 兼 業務推
進部門（関西） 組合会計１部・２
部 統括部長

業務推進部門（東京） 業務推進
部・事務センター統括部長 兼 業務
推進部門（関西） 業務推進部・事
務センター 統括部長

門井 信章

▽ＬＭ管理部門（東京）ＬＭ人事総
務部 兼 ＬＭ人材開発部 統括部長

(マンション管理部門（東京）北関
東支店長)

飯見 保

▽マンション管理部門（関西）大阪
北支店長

(マンション管理部門（関西）京都
支店長)

岡本 卓也

▽マンション管理部門（関西）関西
マンション管理部・ＡＳ部・ＰＳ部
統括部長

(マンション管理部門（関西）神戸
支店長)

田村 祐二

▽マンション管理部門（関西）ＡＳ
部長 兼 ＰＳ部長

(マンション管理部門（関西）大阪
南支店マンション管理１部長)

井ノ口 延喜

▽マンション管理部門（関西）大阪
南支店 マンション管理２部長

(マンション管理部門（関西）大阪
南支店 マンション管理２部 フロン
ト２課 担当部長)

平田 大輔

▽受託営業部門 受託営業１部・２
部 統括部長

(株式会社長谷工コーポレーション
九州・沖縄事業部 営業２部長)

瀬戸 正男

▽受託営業部門 受託営業１部長
(受託営業部門 受託営業１部 営業
課 担当部長)

亀井 敦

▽受託営業部門 施設マネジメント
部・情報開発部 統括部長

(マンション管理部門（東京）西関
東支店長)

松本 寿夫

▽受託営業部門 施設マネジメント
部長

(受託営業部門 施設マネジメント部
管理１課長)

三橋 慶介

▽素敵生活部門 素敵生活営業１部
長

(素敵生活部門 素敵生活営業部長) 宮﨑 武彦

▽素敵生活部門 素敵生活営業２部
長

(マンション管理部門（東京）東京
支店 マンション管理３部長)

宇佐美 弘志

▽素敵生活部門 関西素敵生活営業
部長

(マンション管理部門（関西）大阪
北支店 マンション管理１部長)

杉本 玲子

▽素敵生活部門 関西素敵生活管理
部長

(素敵生活部門 関西素敵生活営業部
長)

西山 裕幸

▽素敵生活部門 関西マンションサ
ポート部長

(素敵生活部門 関西素敵生活営業部
マンションサポート課 担当部長)

山内 裕美子

▽技術支援部門 計画修繕推進部長 (技術支援部門 安全管理部長) 小久保 勉

▼株式会社長谷工ライブネット

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽ＤＸ推進ＰＪ室長 (東京支社 運営部長) 山本 孝二
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【東京支社】

▽不動産事業部 不動産ソリュー
ション部長

(不動産事業部 不動産ソリューショ
ン部 担当部長)

北村 太樹

▽ＰＭ第一事業部 建物管理一部長
(ＰＭ第一事業部 建物管理一部 第
一チーム チーフ)

鈴木 暁

【関西支社】

▽資産マネジメント部長
(資産マネジメント部 第一チーム
チーフ)

佐藤 美香

▽賃貸営業一部長 (賃貸営業一部 第一チーム チーフ) 柴田 俊一

▽建物管理一部長 (建物管理部長) 田中 大作

▽建物管理二部長
(東京支社 ＰＭ第一事業部 建物管
理一部長)

古川 雅則

▽リフレッシュ工事部長 兼 カスタ
マーセンター 部長

(資産マネジメント部長) 中村 隆康

▽名古屋支店 営業部長 (賃貸営業一部長) 石原 秀敏

▽福岡支店長 (広島支店長) 上之山 剛史

▽広島支店長
(名古屋支店 営業部・建物管理部
統括部長)

小川 ゆかり

▼株式会社長谷工アーベスト

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽営業企画部門 営業企画部長 兼
営業促進部長

(営業企画部 東京業務チーム 担当
部長)

高久 直子

▽営業企画部門 ＩＴ促進部長
(本社部門 総務部 総務チーム 担当
部長)

田谷 哲史

▽本社部門 ＨＳ室 ゼネラルスタッ
フ

本社部門 人事部長 長谷川 淳

【東京支社】

▽販売第一部門 販売一部・二部・
広域販売部 統括部長

(販売部門 広域販売部・事業推進部
統括部長 兼 販売企画部門 販売受
託部 統括部長)

中井 寿行

▽販売第一部門 販売一部長 (販売部門 販売一部長) 大澤 覚平

▽販売第一部門 販売二部長 (販売部門 販売二部長) 三宅 聡一郎

▽販売第一部門 広域販売部長 (販売部門 広域販売部長) 高橋 大樹

▽販売第二部門 販売一部・二部・
三部 統括部長

(販売部門 販売五部長) 宮﨑 公昌

▽販売第二部門 販売一部長 (販売部門 販売三部長) 内山 修

▽販売第二部門 販売二部長 (販売部門 販売四部長) 篠原 一博

▽販売第二部門 販売三部長
(販売部門 販売五部 エリアマネー
ジャー)

照井 学

▽販売企画部門 販売受託部・事業
推進部・市場調査部 統括部長

(販売企画部門 販売受託部長) 鈴木 貴子

▽販売企画部門 販売受託部長
(販売企画部門 販売受託部 販売受
託第１チーム 担当部長)

岩田 吉弘
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▽契約管理部長 契約業務部長 山田 亜季

【関西支社】

▽販売部門 販売一部・二部・三
部・四部・広域販売部 統括部長

(販売部門 広域販売部・事業推進部
統括部長 兼 販売企画部門 関西販
売受託部・関西市場調査部 統括部
長)

足立 泰三

▽販売部門 広域販売部長
(販売部門 販売四部 エリアマネー
ジャー)

中田 秀二

▽名古屋支店 販売部長 (名古屋支店 副支店長) 船越 昌宏

▽名古屋支店 契約業務部長 (関西契約業務部長) 竹下 政孝

▽販売企画部門 事業推進部長 (ＨＳ室 部長) 販売企画部門 販売受託部長 岩井 加奈

▽販売企画部門 市場調査部長
(営業企画部 関西業務チーム 担当
部長)

大野 美和

▽契約業務部長 (東京支社 契約管理部) 風間 千明

▼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 経理部・東京支社
業務部・関西支社 関西業務部 統括
部長

(経営管理部門 経理部・リスク管理
部 統括部長)

山田 英明

▽経営管理部門 営業企画部・人事
総務部・関西人事総務部・リスク管
理部 統括部長

(経営管理部門 営業企画部・人事総
務部・関西人事総務部 統括部長)

野尻 精治

▽経営管理部門 リスク管理部長
(経営管理部門 リスク管理部 担当
部長)

吉田 正美

【東京支社】

▽法人営業部門 法人営業１部長
(法人営業部門 法人営業２部 ゼネ
ラルスタッフ)

鈴木 康平

▽法人営業部門 法人営業２部長
(株式会社長谷工コーポレーション
営業部門 横浜支店 不動産２部 ゼ
ネラルスタッフ)

小林 典彦

▽法人営業部門 法人営業３部長
(法人営業部門 法人営業３部 ゼネ
ラルスタッフ)

小川 昌宏

▽東京支社 業務部長 (流通営業部門 流通業務部長) 関口 泰正

【関西支社】

▽法人営業部門 法人営業１部長
(法人営業部門 法人営業１部 第２
チーム 担当部長)

小薮 繁樹

▽法人営業部門 法人営業３部長
(法人営業部門 法人営業２部 ゼネ
ラルスタッフ)

川﨑 光芳

▽関西支社 関西業務部長 (流通営業部門 関西流通業務部長) 林 貴澄

▼株式会社長谷工リフォーム

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽技術推進部門 技術部長 (建設部門 工事２部長) 岡田 栄治

▽技術推進部門 設計部長 (技術推進部門 技術部長) 小村 直樹
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▽経営管理部門 営業企画部長
(経営管理部門 営業企画部 ゼネラ
ルスタッフ)

真子 宗周

【東京支社】

▽営業部門 営業１部長 営業部門 営業２部長 布施 良則

▽営業部門 営業３部・シート防水
営業部・九州支店 統括部長

(営業部門 九州支店・建設部門 九
州工事部 統括部長)

山崎 史照

▽営業部門 九州支店長 兼 株式会
社長谷工コーポレーション 九州・
沖縄事業部 営業２部 ゼネラルス
タッフ

(株式会社長谷工コーポレーション
九州・沖縄事業部 営業２部 リ
フォーム受託チーム 担当部長 兼
株式会社長谷工リフォーム 営業部
門 九州支店 営業課 担当部長)

岡田 正弘

▽営業部門 営業開発部長
営業部門 法人営業部長 兼 営業推
進部長

牛島 良成

▽営業部門 インテリア本店営業
部・インテリア企画部 統括部長

(営業部門 法人営業部・営業開発部
統括部長)

生島 純一

▽建設部門 コスト管理部長 (関西建設部門 コスト管理部長) 大塚 眞吾

▽建設部門 環境管理部長 建設部門 安全管理部長 斉藤 治夫

【関西支社】

▽関西営業部門 営業１部・名古屋
支店 統括部長

(営業部門 営業１部・２部 統括部
長)

塩原 隆

▽関西営業部門 営業２部・営業推
進部 統括部長

(関西営業部門 営業１部・２部・営
業推進部 統括部長)

井上 直岐

▽関西営業部門 インテリア営業１
部長

(関西営業部門 インテリア営業２部
長)

杢三 尚志

▽関西営業部門 インテリア営業２
部長

(関西営業部門 インテリア営業１部
長)

中山 光一

▽関西営業部門 インテリア企画部
長 兼 東京支社 営業部門 インテリ
ア企画部長

(関西営業部門 インテリア企画課
兼 営業部門 インテリア企画課 担
当部長)

石田 雅子

▽関西建設部門 工事２部長
(建設部門 工事４部 工事１課 担当
部長)

細萱 大文

▽関西建設部門 環境管理部長 関西建設部門 工事１部長 桧原 一浩

▽関西建設部門 コスト管理部長 (建設部門 コスト管理部長) 森 康次
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