
2022年3月17日

各  位

▼株式会社長谷工コーポレーション

[１]役員人事

（発令日：２０２２年４月１日）

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽都市開発部門 都市開発事業部・
建替・再開発事業部担当

(都市開発部門 建替・再開発事業部
管掌 兼 都市開発事業部長)

執行役員 小田嶋 哲利

▽関西設計部門 大阪エンジニアリ
ング事業部 事業部長補佐（業務推
進）

理事 関西設計部門 大阪エンジニア
リング事業部 第１・第２設計監理
室 統括室長

藤井 瑞起

[２]人事異動

（発令日：２０２２年４月１日）

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

【営業企画部門】

▽市場調査部長 (市場調査部 担当部長) 守屋 雄史

【営業部門】

▽第一事業部 不動産２部長 (第一事業部 不動産２部 担当部長) 鈴木 朋文

▽第二事業部 営業１部長 (九州・沖縄事業部 営業１部長) 上野 良史

▽第三事業部 事業部長 (横浜支店 副支店長) 荻野 光司

▽第三事業部 副事業部長 (第三事業部 営業１部長) 鳥井 康之

▽第三事業部 営業１部長 (第三事業部 営業２部長) 池畠 秀和

▽第三事業部 営業２部長 (第三事業部 営業２部 担当部長) 萩原 浩介

▽第三事業部 不動産２部長
(第三事業部 不動産２部 テクニカ
ルスタッフ)

谷口 大之

▽横浜支店 副支店長 (第二事業部 営業１部長) 久森 武

▽横浜支店 統括部長（不動産） (横浜支店 不動産１部長) 吉田 幸広

▽横浜支店 営業２部長 (横浜支店 営業２部 担当部長) 中田 圭亮

▽九州・沖縄事業部 営業１部長 (第二事業部 営業１部 チーフ) 小嶋 正泰

【開発推進部門】

▽開発推進３部 ゼネラルスタッフ (開発推進４部 ゼネラルスタッフ) 狩野 祐司

株式会社長谷工コーポレーション
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【都市開発部門】

▽都市開発事業部長
(都市開発事業部 営業開発１部・２
部 統括部長)

冨田 尚孝

▽建替・再開発事業部 マンション
再生１部・２部・３部 統括部長

(建替・再開発事業部 建替営業１
部・２部・３部 統括部長)

登坂 昭一

▽建替・再開発事業部 マンション
再生１部長

(建替・再開発事業部 建替営業１部
長)

仁平 良博

▽建替・再開発事業部 マンション
再生２部長

(建替・再開発事業部 建替営業２部
長)

今井 文雄

▽建替・再開発事業部 マンション
再生３部長

(建替・再開発事業部 建替営業３部
長)

岡部 景

▽建替・再開発事業部 マンション
再生相談部・企画管理部 統括部長

(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)

東ケ崎 幸浩

▽建替・再開発事業部 マンション
再生相談部長

(建替・再開発事業部建替･リフォー
ム相談室 部長)

吉村 純一

▽建替・再開発事業部 再開発推進
３部長

(建替・再開発事業部 再開発推進３
部 テクニカルスタッフ)

水谷 久太郎

▽建替・再開発事業部 企画管理部
長

(営業企画部門 市場調査部長) 隅田 雅子

【建設部門】

▽第一施工統括部 上席総合所長 (第一施工統括部 総合所長) 籠島 巧

▽第一施工統括部 建設１部長
(第一施工統括部 建設１部 上席所
長)

鈴木 俊夫

▽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)

坂本 昭人

▽第二施工統括部長 (第二施工統括部 建設３部長) 浜田 泰

▽第二施工統括部 上席総合所長 (第二施工統括部 総合所長) 小久保 栄人

▽第二施工統括部 建設３部長 (第二施工統括部 総合所長) 永島 康広

▽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)

佐々木 良樹

▽第四施工統括部 建設３部長 (第四施工統括部 総合所長) 益池 哲也

▽業務推進部長 (業務推進部 担当部長) 秋山 寿一

▽計画推進１部・２部 統括部長
(計画推進部・環境システム部 統括
部長)

久保田 英樹

▽計画推進１部長 (計画推進部長) 谷古 正幸

▽計画推進２部長 (計画推進部 担当部長) 矢ヶ部 眞隆

▽CO2削減推進部・環境システム部
統括部長

(環境システム部長) 島内 康介

▽CO2削減推進部長 (計画推進部 ゼネラルエンジニア) 佐藤 圭一

▽安全管理部長 (安全管理部 ゼネラルスタッフ) 大沢 真之

(生産推進１部・２部 統括部長)
建設ＢＩＭ推進部・ＤＸ推進部・建
設ＩＴ推進部 統括部長

原 英文
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▽技術部・品質管理部 統括部長 (技術部長) 石山 淳

▽技術部長 (技術部 ゼネラルエンジニア) 長谷川 淳

▽品質管理部長 (品質管理１部長) 安永 浩一

▽工業化推進部・生産推進部・木造
施工計画部 統括部長

(株式会社細田工務店 常務執行役員
生産部門担当)

原島 宏

▽工業化推進部長 (品質管理２部長) 山口 秀樹

▽購買３部長 (購買３部 担当部長) 塩澤 正信

▽積算１部・２部・積算管理部・コ
スト戦略部 統括部長

(積算１部・２部・３部・コスト戦
略部 統括部長)

内藤 敦

▽積算２部長 兼 積算管理部長 (積算１部 テクニカルエンジニア) 田中 隆敏

▽積算３部長 (積算２部長) 栃谷 光成

▽プロジェクト推進１部・２部・積
算３部 統括部長

(超高層プロジェクト推進１部・２
部 統括部長)

宮本 徳雄

▽プロジェクト推進２部長 (超高層プロジェクト推進２部長) 法身 祐治

▽建設人事総務部・業務推進部 統
括部長

(関西設計部門 大阪エンジニアリン
グ事業部 業務推進室長)

辻廣 在彦

【設計部門】

▽エンジ二アリング事業部 第１設
計室長

(エンジ二アリング事業部 第２設計
室長)

渡邉 基弘

▽エンジニアリング事業部 第２設
計室長

(エンジニアリング事業部 第３設計
室 担当部長)

小塩 功明

▽エンジ二アリング事業部 第３設
計室 ゼネラルプランナー 兼 リ
ニューアル設計室 ゼネラルプラン
ナー

(エンジ二アリング事業部 第１設計
室長)

島田 健司

▽エンジニアリング事業部 第５設
計室・超高層ＰＪ推進室 統括室長

(エンジニアリング事業部 エグゼク
ティブプランナー)

瀧澤 隆

▽エンジニアリング事業部 超高層
ＰＪ推進室 ゼネラルエンジニア

エンジニアリング事業部 コスト企
画室長

井川 洋介

▽エンジニアリング事業部 開発設
計室長

(関西設計部門 大阪エンジニアリン
グ事業部 開発設計室長)

森野 敬二

▽エンジニアリング事業部 エグゼ
クティブエンジニア

(エンジニアリング事業部 開発設計
室長)

徳山 忍

▽エンジニアリング事業部 構造設
計室・構造計画室・リニューアル設
計室 統括室長

(エンジニアリング事業部 構造設計
室長)

日高 雅樹

▽エンジニアリング事業部 ランド
スケープ設計室長

(エンジニアリング事業部 ランドス
ケープ設計室 担当部長)

渡嘉敷 健

▽エンジニアリング事業部 ランド
スケープ設計室 ゼネラルプラン
ナー

(エンジニアリング事業部 ランドス
ケープ設計室 テクニカルプラン
ナー)

長野 順一
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【関西営業部門】

▽第二事業部 不動産１部長 北田 耕司

▽第二事業部 京都支店長 (第二事業部 不動産１部長) 栗本 志信

▽中四国不動産営業部長 (第二事業部 京都支店長) 小林 鉄司

【関西開発推進部門】

▽開発推進１部・２部 統括部長 (開発推進１部長) 渡部 佳文

【関西都市開発部門】

▽都市開発事業部 法人営業部長
(都市開発事業部 法人営業部 担当
部長)

髙木 一光

▽都市開発事業部 建築営業１部長 (都市開発事業部 建築営業２部長) 高田 裕生

▽都市開発事業部 建築営業２部長
(都市開発事業部 建築営業２部 担
当部長)

中村 隆之

▽建替・再開発事業部 建替・再開
発推進１部・２部・３部 統括部長

(建替・再開発事業部 建替・再開発
推進１部長)

井上 淳史

▽建替・再開発事業部 建替再開発
推進１部長

(建替・再開発事業部 建替再開発推
進２部長)

竹内 重人

▽建替・再開発事業部 建替再開発
推進２部長

(建替・再開発事業部 建替再開発推
進１部 チーフ)

橋本 達也

【関西建設部門】

▽第一施工統括部 上席総合所長 (第二施工統括部 上席総合所長) 池田 宏

▽第一施工統括部 上席総合所長 (第二施工統括部 上席総合所長) 江口 隆一

▽第一施工統括部 上席総合所長 (第二施工統括部 上席総合所長) 中越 輝一

▽第一施工統括部 上席総合所長 (第二施工統括部 上席総合所長) 田中 茂之

▽第一施工統括部 上席総合所長 (第二施工統括部 総合所長) 奥村 芳則

▽第一施工統括部 総合所長 (第二施工統括部 総合所長) 国師 英隆

▽第一施工統括部 総合所長
(第二施工統括部建設１部 上席所
長)

吉國 健二

▽第一施工統括部 建設２部長 (第二施工統括部 建設２部長) 稲垣 康治

▽第二施工統括部長
(積算１部・２部・コスト戦略部 統
括部長)

大西 広望

▽第二施工統括部 上席総合所長 (第一施工統括部 総合所長) 福田 誠司
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▽第二施工統括部 建設２部長 (第一施工統括部 建設２部長) 東 正道

▽第三施工統括部長 (第二施工統括部長) 吹田 英徳

▽第三施工統括部 建設部長（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）)

武島 豊

▽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）)

若林 周平

▽ＣＳ促進１部・２部・プレミアム
アフターサービス部 統括部長

(ＣＳ促進１部・２部 統括部長) 井町 昌和

▽プレミアムアフターサービス部長 (ＣＳ促進２部 チーフ) 三宅 貴之

▽計画推進１部・２部・環境システ
ム部 統括部長

(計画推進部・環境システム部 統括
部長)

下村 泰啓

▽計画推進１部長 (計画推進部長) 橋本 賢司

▽計画推進２部長
(第三施工統括部 建設部長（名古屋
支店担当）)

竹内 剛康

▽積算１部・２部 統括部長 (積算１部長) 露口 賢一

▽積算１部長 (積算２部長) 藤本 恭司

【関西設計部門】

▽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 担当部長)

堀 睦弘

▽大阪エンジニアリング事業部 第
１・２設備設計室 統括室長

(大阪エンジニアリング事業部 第２
設備設計室長)

岩城 賢二

▽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 第２
設備設計室 担当部長)

新田 武久

▽大阪エンジニアリング事業部 第
１設計監理室 ゼネラルエンジニア

(大阪エンジニアリング事業部 第１
設計監理室 テクニカルエンジニア)

吉井 昭三郎

▽大阪エンジニアリング事業部 業
務推進室 ゼネラルスタッフ

(株式会社長谷工ライブネット 経営
管理部門 関西人事総務部長)

長田 好高

【技術推進部門】

▽技術戦略室 ゼネラルエンジニア (技術戦略室 担当部長) 富田 好晴

▽住宅企画推進室長 (技術企画室 ゼネラルエンジニア) 吉田 浩三

▽技術研究所 副所長 (技術研究所 建築環境研究室長) 岡﨑 充隆
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[３]機構改革

（発令日：２０２２年４月１日）

１．営業部門

（１）札幌エリアでの不動産情報の収集・仕入強化を目的に札幌営業所を新設する。

高崎営業所・宇都宮営業所・札幌営業所の３営業所体制とし、東日本不動産営業部を東日本・北海道不動産営業部へ改称する。

２．都市開発部門

（１）建替・再開発事業部 建替営業１部・２部・３部を、マンション再生１部・２部・３部に改称する。

（２）建替・再開発事業部 建替・リフォーム相談室をマンション再生相談部へ、街づくり相談室を街づくり相談部へ改称する。

３．関西都市開発部門

（１）建替事業・再開発事業の材料確保・増大に向け、近畿圏に加え東海圏及びその他地方都市へ事業エリアを拡大し、

将来に亘ってＰＦＩ移転支援業務を含め確実な事業推進と安定した収益確保を目指すため、建替・再開発推進３部を新設し、

３部体制へ変更する。

４．建設部門

（１）非住宅物件の増加に伴う迅速な対応のため、第四施工統括部に建設３部を新設する。

また、超高層施工計画部を廃止し、建設３部に業務を移管する。

（２）計画推進部を再編し、持込物件の特殊要因対応を行う計画推進１部と、

土壌汚染対策法・解体工事対応を行う計画推進２部の２部体制とする。

（３）2030年度CO2削減目標に向けて、技術推進部門を専門的にサポートする部署としてCO2削減推進部を新設する。

（４）フルプレキャストをはじめとした工業化工法の推進、企画を担うため、工業化推進部を新設し、

品質管理２部の監査機能を集約する。

（５）品質管理２部の移管に伴い、品質管理１部を品質管理部に改称する。

（６）業務連携を図ることで設計部門へのフィードバック機能をさらに強化するために、生産推進１部・２部を統合し、

生産推進部に改称する。

（７）多様化する木造建築物のニーズに対応するため、木造施工計画部を新設する。

（８）気候変動対応や人権問題などの社会課題に対して、建設業界団体・事業主への対応やサプライチェーンも含めた

実務レベルでの取り組みを企画・推進するため、建設企画部を新設する。

（９）積算部及びコスト戦略部に関わる事務処理業務を一元管理するため、積算管理部を新設する。

（10）超高層物件のみならず非住宅物件のプロジェクト推進のため、超高層プロジェクト推進１部・２部を

プロジェクト推進１部・２部に改称する。

５.関西建設部門

（１）東海および地方エリアでの更なる受注拡大に向け、計画内容などを検証する体制を構築し受注精度の向上を図るため、

計画推進部を再編し、計画推進１部・２部の２部体制とする。

（２）プレミアムアフターサービスの受注増加に伴う、事業主・入居者対応事項の増大等に対応するため、

プレミアムアフターサービスチームをプレミアムアフターサービス部に昇格する。

[４]関連各社役員人事

（発令日：２０２２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

▽マンション管理部門（東京） 横
浜・東京南・東京西支店担当 兼 西
関東支店長

(受託営業部門 東京地区担当) 常務執行役員 二上 正之

▽執行役員
マンション管理部門（東京） 東京
支店長

新堂 雄介

▽執行役員 受託営業部門 東京地
区担当

(株式会社長谷工コーポレーション
営業部門 第三事業部 副事業部長)

金子 秀盛
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▼株式会社長谷工不動産ホールディングス

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽建築部門 建築一・二部・カスタ
マーサービス一・二部担当

(建築部門管掌) 取締役 兼 専務執行役員 松澤 明彦

▽常務執行役員 (執行役員) 取締役 経営企画部・経理部担当 小須田 文明

▽退任
(取締役 兼 常務執行役員 建築部門
管掌)

後藤 修一

なお、4月1日付で 後藤修一は上席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 第一事業部・第二
事業部・札幌支店管掌

(開発事業部門管掌)
取締役 兼 専務執行役員 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

玉田 想一郎

▽開発事業部門 札幌支店担当

取締役 兼 常務執行役員 開発事業
部門 第一事業部 第二事業部 コン
セプト開発事業部門 販売営業部門
管掌 兼 アセット部門担当

松本 健

▽開発事業部門 札幌支店担当
執行役員 開発事業部門 第一事業部
長

福本 見佳

▽開発事業部門 九州支店長 兼 沖
縄支店担当

(開発事業部門 九州・沖縄支店長) 執行役員 柿原 哲也

▼総合地所株式会社

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽大阪支店長
(大阪支店 分譲事業部・不動産開発
事業部長)

執行役員 山本 吉昭

▽名古屋支店長 (名古屋支店 担当) 執行役員 小川原 孝

▼株式会社長谷工シニアウェルデザイン

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽運営部門管掌 (開発部門・営業部門管掌)
取締役 兼 専務執行役員 管理部門
財務経理部管掌

幸谷 登

(運営部門管掌)
取締役 兼 専務執行役員 管理部門
総務部・人事部管掌

見目 久美子

▽取締役 兼 常務執行役員 営業部
門管掌

(執行役員) 開発部門担当 平野 仁貴

▽常務執行役員 (執行役員) 営業部門担当 矢部 由紀子

▽常務執行役員 (執行役員) 運営部門担当 森村 泰之
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▼株式会社ふるさと

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽退任 (取締役副社長) 今泉 祐子

▼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 不動産事業部長 (関西支社 名古屋支店長) 執行役員 日浅 達也

▽執行役員 関西支社 不動産事業部
長

(関西支社 営業部長) 釘本 武具

▽関西支社 ＰＭ事業部長
(関西支社 資産マネジメント部・賃
貸営業一・二部・業務管理部担当)

執行役員 橋本 靖

▽関西支社 ＦＭ事業部長
(関西支社 建物管理一・二部・施設
管理部・リフレッシュ工事部・カス
タマーセンター担当)

執行役員 岡田 敦

▽東海支社長 (東京支社 不動産事業部長) 執行役員 須田 啓二

▽経理部担当 (東西運営部担当)
執行役員 経営管理部門 経営企画
部・ＩＴ推進部・ＤＸ推進ＰＪ室担
当

松田 健二

▽執行役員 経営管理部門 リスク管
理部担当

(経営管理部門 リスク管理部長) 三原 克士

▼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

▽契約部・運営部担当 (業務企画部・運営部管掌)
取締役 兼 常務執行役員 業務部担
当

本田 文孝

▼株式会社長谷工アーベスト

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽東西販売管掌 (東京支社長) 取締役 兼 専務執行役員 赤木 茂

▽関西支社 販売部門 販売一部・二
部・三部・四部担当

(関西支社 名古屋支店長) 執行役員 谷本 正樹

▽関西支社 名古屋支店管掌 兼 販
売部門 広域販売部担当

執行役員 関西支社 販売企画部門担
当

山本 勝典

▽執行役員 関西支社 名古屋支店長 (関西支社 販売部門 統括部長) 足立 泰三

▼株式会社長谷工インテック

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽取締役 兼 関西支社長 (東京支社長) 常務執行役員 茂木 正

▽常務執行役員 関西支社 アイセル
コ営業部・施工管理部担当

(株式会社長谷工コーポレーション
関西建設部門 第三施工統括部 統括
部長)

河村 昌伸

▽東京支社 施工管理部担当 (東西施工管理部担当) 執行役員 平澤 享

(関西支社 アイセルコ営業部・イン
テリア営業部担当)

執行役員 関西支社 デザイン部・名
古屋支店担当

小林 税代

▽東西営業企画部担当 執行役員 業務推進部担当 浅川 俊彦

▽退任 (取締役) 嶋田 盛雄

▽退任 (常務執行役員 関西支社長) 内田 雄司

8/17



▼株式会社長谷工リアルエステート

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽流通営業部門 営業３部担当
執行役員 流通営業部門 営業１・２
部担当

山口 長次郎

▼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 インテリア営業
３部担当

(東京支社 営業部門 インテリア本
店営業部担当)

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

滝沢 澄江

(東京支社 建設部門 工事３部・４
部担当)

執行役員 東京支社 建設部門 工事
１部・２部・九州工事部・設備工事
部担当

川口 崇政

執行役員 東京支社 建設部門 工事
３部・４部・工事業務部 ・コスト
管理部・安全管理部・品質管理部・
環境管理部担当

(東京支社 建設部門 コスト管理
部・安全管理部・品質管理部・環境
管理部 統括部長)

谷口 康裕

(関西支社 関西建設部門 環境管理
部担当)

執行役員 関西支社 関西建設部門
工事１部・２部・３部・名古屋工事
部担当

山口 真治

執行役員 関西支社 関西建設部門
工事業務部・コスト管理部・安全管
理部・品質管理部・環境管理部担当

(関西支社 関西建設部門 コスト管
理部・安全管理部・品質管理部 統
括部長)

中村 暢孝

▽退任 (監査役) 佐藤 幸雄

▼不二建設株式会社

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽関西支社 不動産部門管掌
(関西支社 営業部門管掌 兼 不動産
部門担当)

常務執行役員 中川 喜貴

▽常務執行役員 (執行役員) 関西支社 営業部門担当 黒瀧 宗之

▽常務執行役員 (執行役員)
関西支社 建築部門・生産管理部門
担当

万屋 奉文

▽常務執行役員 (執行役員) 本社管理部門担当 石田 誠

▽取締役 執行役員 東京支社 営業部門担当 伊藤 秀義

▽生産管理部門担当 執行役員 東京支社 建築部門担当 加藤 甲四郎

▽執行役員 関西支社 不動産部門担
当

(関西支社 不動産部門 不動産部長) 岡田 勝

▽退任
(執行役員 東京支社 生産管理部門
担当)

小倉 一彦
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▼株式会社細田工務店

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽常務執行役員 事業推進部・分譲
事業部 営業推進部担当 兼 東北営
業所管掌

(執行役員 事業推進部・分譲事業
部・営業推進部・不動産１部・２部
担当 兼 東北営業所営業担当)

川﨑 修宏

▽常務執行役員 生産部門担当
(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 建設１部
長)

岡部 達也

▽常務執行役員 管理部門 人事総務
部 ・リスク管理部担当

(執行役員 管理部門 総務部・リス
ク管理部担当)

中川 潔

▽営業部門 不動産１部・２部・法
人営業１部・２部 注文営業１部・
２部管掌

(営業部門担当) 執行役員 金子 晃

▽営業部門 不動産１部・２部担当
(営業部門 事業推進部・分譲事業
部・営業推進部・不動産１部・２部
管掌)

執行役員 吉田 竜士

▽退任 (常務執行役員 生産部門担当) 原島 宏

なお、4月1日付で 原島宏は株式会社長谷工コーポレーション建設部門統括部長に就任予定です。

▼株式会社長谷工システムズ

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽経営管理部門・ワークウェル事業
推進部門担当

(管理部・ワークウェル事業推進部
担当)

常務執行役員 高見 幸成

▽執行役員 東京支社 オフィスサー
ビス部門・デジタルソリューション
部門 担当

(東京支社 印刷営業３部・４部 統
括部長)

関谷 謙輔

▽東京支店 レンタル・リース部門
担当

(東京支店レンタル・リース営業１
部・２部・３部担当)

執行役員 市川 雅康

▽東西保険サービス部門担当 (東西保険営業部担当) 執行役員 村尾 孝彦

▽大阪支店 オフィスサービス部門
営業１部・２部担当

(大阪支店レンタル運営部担当) 執行役員 小林 誠一

▽大阪支店 オフィスサービス部門
ストレージ営業部担当 兼 レンタル
リース部門担当

(大阪支店 レンタル営業部・スト
レージ営業部担当)

執行役員 木村 孝幸

▽退任
(常務執行役員 レンタル・リース営
業部管掌)

小岩井 孝二

▽退任
(執行役員 印刷営業１部・２部・３
部・４部・生産部担当)

赤瀬 秀司

なお、4月1日付で 小岩井孝二は上席専門役に、赤瀬秀司は専門役に就任予定です。

▼株式会社長谷工ジョブクリエイト

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽関西支社長
(関西支社 人材コンサルティング部
担当)

取締役 兼 常務執行役員 滝口 浩幸

▽取締役
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

永津 秀平

▽執行役員 東京支社 人材開発部・
人材コンサルティング１部担当

(東京支社 人材開発部・人材コンサ
ルティング１部 統括部長)

藤澤 孝弘

▽退任
(取締役 兼 常務執行役員 関西支社
長)

正田 寛実

なお、4月1日付で 正田寛実は上席専門役に就任予定です。
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▼株式会社サクシード

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽副社長執行役員 (専務執行役員) 取締役 東京本社営業担当 比良 卓郎

▽退任 (取締役会長) 小玉 勝利

なお、4月1日付で 小玉勝利は顧問に就任予定です。

▼株式会社長谷工不動産投資顧問

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽執行役員 リート運用部担当 (リート運用部 ゼネラルスタッフ) 久保田 政範

▼株式会社フォリス

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽執行役員 生産管理部・営業企画
部・商品企画部担当

(商品企画部長) 高木 康裕

▽退任
(取締役 兼 常務執行役員 管理部管
掌 兼 営業企画部・商品企画部 担
当)

細谷 明伸

なお、4月1日付で 細谷明伸は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

▽取締役 兼 常務執行役員
(株式会社フォリス 建装事業部 建
装１部 課長)

吉野 順一郎

▽退任 (取締役 兼 常務執行役員) 関塚 美津夫

なお、4月1日付で 関塚美津夫は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

▽取締役 株式会社長谷工ナヴィエ 取締役 池谷 達也

▽退任 (取締役) 今中 裕平

▼株式会社長谷工ナヴィエ

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽退任 (取締役) 高橋 好彦

▼株式会社長谷工テクノ

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽退任 (取締役) 松本 尚治

▼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 ＣＳ促進１部 担当部
長)

山本 喜久
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▼株式会社長谷工設計

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽常務執行役員 ＢＩＭ品質管理１
部・２部管掌

(執行役員) ＢＩＭ設計１部・２部・３部担当 木下 裕晶

▽常務執行役員 (執行役員) 取締役 兼 関西支店長 吉村 洋祐

▽執行役員 ＢＩＭ品質管理１部・
２部担当

(ＢＩＭ設計３部 ゼネラルプラン
ナー)

斉藤 充

[５]関連各社人事

（発令日：２０２２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 ＩＣＴ活用推進部
長

(価値創生部門 ＩＣＴ活用推進部
テクニカルスタッフ)

鈴木 哲矢

▼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１部 担当部長
)

新津 洋二

▽マンション管理部門（東京）東京
北支店 施設管理部長

(マンション管理部門（東京）東京
北支店 施設管理部 担当部長)

田島 直樹

▽マンション管理部門（東京）北関
東支店 マンション管理３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３部 担当部
長)

上原 和貴

▽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）北関
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１部 担当部
長)

千葉 哲也

▽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

(マンション管理部門（東京）横浜
支店 マンション管理１部 担当部
長)

内村 茂雄

▽マンション管理部門（東京）横浜
支店 マンション管理２部長

(マンション管理部門（東京）横浜
支店 マンション管理２部 担当部
長)

青木 健一

▽マンション管理部門（東京）横浜
支店 施設管理部長

(マンション管理部門（東京）横浜
支店 施設管理部 担当部長)

湊 勝年

▽マンション管理部門（東京）東京
南支店長

(マンション管理部門（東京）東京
南支店 マンション管理２部長)

山田 裕美

▽マンション管理部門（東京）東京
西支店 マンション管理２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２部 担当部
長)

大塚 憲哉

▽マンション管理部門（東京）西関
東支店 マンション管理１部長

(マンション管理部門（東京）西関
東支店 マンション管理１部 担当部
長)

新海 広昭

▽マンション管理部門（東京）本社
施設管理部長

(マンション管理部門（東京）本社
施設管理部 担当部長)

新田 宏之

▽マンション管理部門（東京）仙
台・札幌支店長

(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)

橋本 秀俊

(業務推進部門（東京）アウル２４
センター・研修センター・組合会計
１部・２部 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 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

▽業務推進部門（東京） 組合会計
１部・２部・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） 組合会計１
部長)

臼倉 禎志

▽受託営業部門 施設マネジメント
部 ゼネラルスタッフ

(業務推進部門（東京）アウル２４
センター 兼 研修センター部長)

岩本 憲一
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▽素敵生活部門 素敵生活営業部長
(素敵生活部門 素敵生活営業２部
長)

宇佐美 弘志

▽マンション管理部門（関西）大阪
支店 マンション管理１部長

(マンション管理部門（関西）大阪
支店 マンション管理１部 担当部
長)

鳴海 主税

▽マンション管理部門（関西）大阪
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
支店 マンション管理２部 担当部
長)

田中 栄治郎

▽マンション管理部門（関西）京都
支店長

(マンション管理部門（関西）京都
支店 マンション管理部長)

山下 正芳

▽マンション管理部門（関西）京都
支店 マンション管理部長

(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 担当部
長)

長谷川 風太

▽マンション管理部門（関西）関西
施設管理部長

(マンション管理部門（関西）関西
マンション管理部 担当部長)

渡邊 健一

▽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）神戸
支店 マンション管理２部長)

浜崎 克彦

▽マンション管理部門（関西）神戸
支店長

(マンション管理部門（関西）神戸
支店 マンション管理１部長)

板倉 秀法

▽マンション管理部門（関西）神戸
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部長)

平田 大輔

▽マンション管理部門（関西）名古
屋支店長

(マンション管理部門（関西）京都
支店 マンション管理部 担当部長)

東 聡志

▽受託営業部門 関西情報開発部長
兼 関西施設マネジメント部長

(素敵生活部門 関西素敵生活管理部
長)

西山 裕幸

▽素敵生活部門 関西素敵生活営業
部・関西素敵生活管理部・関西マン
ションサポート部 統括部長

(素敵生活部門 素敵生活営業１部
長)

宮﨑 武彦

▽技術支援部門 関西コスト管理部
長

技術支援部門 関西長期修繕計画部
長 兼 関西安全管理部長

今井 知之

▼株式会社長谷工ライブネット

▽経営管理部門 経営企画部 ゼネラ
ルスタッフ

(経営管理部門 経営企画部 担当部
長)

渡辺 平吾

【東京支社】

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽ＰＭ第一事業部 賃貸営業一部長 (株式会社アイネット 営業部長) 石塚 明宏

▽ＰＭ第一事業部 建物管理二部長 (ＰＭ第二事業部 建物管理二部長) 髙山 弘三

▽ＰＭ第二事業部長 (仙台支店長) 下村 健

▽ＰＭ第二事業部 建物管理二部長 (ＰＭ第一事業部 建物管理二部長) 牧野 雅浩

▽ＦＭ事業部長 (ＦＭ事業部 施設管理部長) 小野寺 和徳

▽ＦＭ事業部 リフレッシュ工事二
部長

(ＦＭ事業部 施設管理部 ゼネラル
スタッフ)

渡邉 良介

▽ＦＭ事業部カスタマーセンター長
(ＦＭ事業部カスタマーセンター
担当部長)

萩野 薫

▽運営部長 (関西支社 運営部長) 岡野 茂

▽仙台支店長 (ＰＭ第一事業部 賃貸営業一部長) 金谷 隆之
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【関西支社】

▽不動産事業部 不動産ソリュー
ション部長

(不動産ソリューション部長) 山田 剛士

▽ＰＭ事業部 資産マネジメント部
長

(資産マネジメント部長) 佐藤 美香

▽ＰＭ事業部 賃貸営業一部長 (賃貸営業一部長) 柴田 俊一

▽ＰＭ事業部 賃貸営業二部長 (賃貸営業二部長) 小原 郁子

▽ＰＭ事業部 建物管理一部長 (建物管理一部長) 田中 大作

▽ＰＭ事業部 建物管理二部長 (建物管理二部長) 古川 雅則

▽ＦＭ事業部 施設管理部長 (施設管理部長) 久保 信幸

▽ＦＭ事業部 リフレッシュ工事一
部長 兼 カスタマーセンター長

(リフレッシュ工事部長 兼 カスタ
マーセンター 部長)

中村 隆康

▽ＦＭ事業部 リフレッシュ工事二
部長

(東京支社 ＦＭ事業部 リフレッ
シュ工事二部長)

別府 理歩

▽運営部長 (運営部 担当部長) 米田 幸一郎

▽業務管理部 ゼネラルスタッフ (名古屋支店 営業部長) 石原 秀敏

【東海支社】

▽建物管理部長
(関西支社 名古屋支店 建物管理部
長)

谷藤 純一

▽静岡支店長 (東京支社 静岡支店長) 渡辺 博巳

▼株式会社長谷工ビジネスプロクシー

▽運営部長 業務企画部長 石阪 稔朗

▼株式会社長谷工アーベスト

【東京支社】

▽販売第一部門 販売一部長
(販売第一部門 販売一部 エリアマ
ネージャー)

小林 智美

▽販売第一部門 北海道・東北支店
長

(販売第一部門 広域販売部長) 高橋 大樹

▽契約業務部・契約管理部 統括部
長

(販売第二部門 販売一部長) 内山 修

▽販売第二部門 販売四部長
(販売第二部門 販売三部 エリアマ
ネージャー)

伊藤 育磨

▽販売企画部門 事業推進部長
(販売企画部門 事業推進部 担当部
長)

渡邉 秀雄

(契約業務部長) 契約管理部長 山田 亜季

▽販売第二部門 販売一部長 (関西支社 販売部門 販売四部長) 龍 てるみ

▽販売第一部門 ゼネラルプロジェ
クトマネージャー

(販売第一部門 上席プロジェクトマ
ネージャー)

黒須 大介
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【関西支社】

▽販売部門 販売一部長 (販売部門 販売二部長) 水口 知彦

▽販売部門 販売二部長
(東京支社 販売第一部門 販売一部
長)

大澤 覚平

▽販売部門 販売四部長
(販売部門 販売一部 エリアマネー
ジャー)

岡口 寛

▽販売企画部門 販売受託部・市場
調査部 統括部長

(販売企画部門 販売受託部長 兼 事
業推進部長)

岩井 加奈

▽販売企画部門 販売受託部長
(販売企画部門 事業推進部 担当部
長)

井上 理子

▽契約業務部・名古屋契約業務部
統括部長 兼 本社部門 関西ＨＳ室
部長

(販売部門 販売一部長) 妻鹿 英規

▽名古屋契約業務部長 (名古屋支店契約業務部長) 竹下 政孝

▼株式会社長谷工リアルエステート

【東京支社】

▽法人営業部門 法人営業２部 ゼネ
ラルスタッフ

(法人営業部門 法人営業３部長) 小川 昌宏

▽法人営業部門 法人営業３部長
(関西支社 流通営業部門 営業１部
長)

田中舘 常隆

▽業務部 ゼネラルスタッフ (業務部長) 関口 泰正

【関西支社】

▽法人営業部門 法人営業１部 ゼネ
ラルスタッフ

(法人営業部門 法人営業２部長) 吉富 尚彦

▽法人営業部門 法人営業２部長 (法人営業部門 法人営業３部長) 川﨑 光芳

▽法人営業部門 不動産開発部 ゼネ
ラルスタッフ

(法人営業部門 法人営業１部長) 小薮 繁樹

▽流通営業部門 営業部長 (流通営業部門 営業２部長) 飯尾 昌史

▼株式会社長谷工リフォーム

▽技術推進部門 設計部長 (技術推進部門 設計部 担当部長) 西村 明生

▽経営管理部門 営業企画部・営業
部門 営業推進部 統括部長

(経営管理部門 営業企画部長) 真子 宗周

(経営管理部門 営業企画部 統括部
長)

経営管理部門 人事部・ＩＴ推進
部・関西人事部 統括部長

渋谷 貴雄

経営管理部門 関西経理部 統括部長
経営管理部門 業務部・関西業務
部・経理部 統括部長

鈴木 裕二

▽経営管理部門 関西業務部長
(関西支社 関西営業部門 インテリ
ア営業２部長)

中山 光一

▽経営管理部門 関西経理部長 (経営管理部門 経理部 担当部長) 權田 義教
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【東京支社】

▽営業部門 営業１・２部 統括部長
(営業部門 営業１部長 兼 営業２部
長)

布施 良則

▽営業部門 営業１部長 営業部門 シート防水営業部長 下窪 修一

▽営業部門 営業２部長 (営業部門 営業１部 担当部長) 田原 秀彦

▽営業部門 営業３部長 (営業部門 営業３部 課長) 井澤 具博

▽営業部門 法人営業部・営業開発
部 統括部長

(営業部門 法人営業部長 兼 営業開
発部長 兼 営業推進部長)

牛島 良成

▽営業部門 法人営業部長 (営業部門 法人営業部 担当部長) 白石 良博

▽営業部門 インテリア営業１部長 (営業部門 インテリア営業２部長) 米倉 由季

▽営業部門 インテリア営業２部長
(営業部門 インテリア営業２部 担
当部長)

諸橋 良太

▽営業部門 インテリア営業３部
統括部長

(営業部門 インテリア本店営業部
統括部長)

営業部門 インテリア企画部  統括
部長

生島 純一

▽建設部門 工事１部長 (建設部門 工事２部 担当部長) 高野 隆史

▽建設部門 工事２部長 (建設部門 工事３部 担当部長) 興梠 太

▽建設部門 工事３部・４部 統括部
長

(建設部門 工事１部長) 関口 淳一

▽建設部門 九州工事部長 (建設部門 九州工事部 担当部長) 桑原 正則

▽建設部門 設備工事部長 (建設部門 設備工事部 担当部長) 志村 明彦

▽建設部門 工事業務部・コスト管
理部 統括部長

(建設部門 コスト管理部長) 大塚 眞吾

▽建設部門 工事業務部長 (建設部門 工事３部 担当部長) 戸上 将人

▽建設部門 コスト管理部長 (建設部門 コスト管理部 担当部長) 久保田 明

▽建設部門 安全管理部・品質管理
部・環境管理部 統括部長

(建設部門 品質管理部長) 山﨑 浩

▽建設部門 安全管理部長 (建設部門 安全管理部 担当部長) 安部 究

▽建設部門 品質管理部長 兼 環境
管理部長

(建設部門 設備工事部長) 宮崎 宏康
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【関西支社】

▽関西営業部門 営業１部長 (関西営業部門営業１部 担当部長) 作田 佳之

▽関西営業部門 インテリア営業１
部・２部 統括部長

(関西営業部門 インテリア営業１部
長)

杢三 尚志

▽関西営業部門 インテリア営業１
部長

(東京支社 営業部門 インテリア営
業１部長)

辻本 智子

▽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２部
担当部長)

中尾 真由子

(東京支社 営業部門 インテリア企
画部長)

関西営業部門 インテリア企画部長 魚部 雅子

▽関西建設部門 工事１部長
(関西建設部門 名古屋工事部 担当
部長)

岡安 紀明

▽関西建設部門 名古屋工事部長 (東京支社 建設部門 九州工事部長) 髙松 浩展

▽関西建設部門 工事業務部長 (関西建設部門 工事１部長) 関西建設部門 環境管理部長 桧原 一浩
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