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機構改革及び人事異動のお知らせ 
 

 

  下記の通り、機構改革及び人事異動を決定しましたので、お知らせ致します。 

 

記 

 

Ⅰ．機構改革（4月 1日付） 

 

（管理本部） 

 １．「国際管理部」の名称を「海外管理部」に改称する。 

 

  （生産財統括） 

１. 生産財事業の統括責任者として「生産財統括」を置く。 

２. 機工事業部「マーケティング統括部」を廃止し、生産財統括の下に「生産財戦略統括部」

を新設する。 

    

（生産財） 

１. 国際事業本部を機械事業部と機工事業部の２つのドメインに集約・統合し、機械事業部に

「海外機械部」を、機工事業部に「海外機工部」を新設する。 

２. 国際事業本部ＳＥ支社と機工事業部第３営業部ＳＤ課を統合し、「システムエンジニアリン

グ部」を新設する。 

３. 海外５支社のうち、北アセアン支社と南アセアン支社を統合し、４営業本部に再編する。 

 

  （機工事業部） 

１．機工事業部第３営業部を機工事業部第２営業部に統合する。 

  

  （家庭機器事業部） 

１. 営業統括部を商品（カテゴリー）を基軸とした「第１営業部/家電」と「第２営業部/家電

以外」に再編する。 

    ２．「第１営業部」と「第２営業部」の下に業種・得意先毎に「第１～９ブロック」を営業組

織として配置する。 

    ３．「商品２部」を大阪から東京に移設する。 

    ４.「ＳＣＭ（サプライチェーンマネジメント）部」を商品統括部の下に新設し、調達・輸入 

      ・保管・配送を一元的に統制する。 

    ５.「マーケティンググループ」を事業部直下に新設し、その下に「営業推進部」・「営業管理 

      部」・「Ｒ＆Ｄ（リサーチ＆デベロップメント）部」を新設及び移設する。 

     

 



  

Ⅱ．執行役員人事 

（4 月 1日付） 

氏名 新職 現職 

山本 隆邦 常務執行役員 機械事業部長 上席執行役員 国際事業本部長 

曽我 哲士 

執行役員 

家庭機器事業部 副事業部長（東京駐在） 

営業担当 

上席執行役員 

家庭機器事業部 副事業部長（関東） 

営業担当 

江端 和夫 執行役員 住建事業部長 

上席執行役員 

住建事業部 副事業部長（東日本駐在） 

兼 東日本統括長 

兼 広域開発及びＥＧＰ管掌 

志津 秀幸 執行役員 九州営業本部長 上席執行役員 九州営業本部長 

上野 孝史 執行役員 管理本部 副本部長 
上席執行役員 

管理本部 副本部長 兼 人事部長 

松井 平 執行役員 東日本営業本部長 上席執行役員 広島営業本部長 

佐々木 公久 執行役員 大阪営業本部 副本部長 上席執行役員 大阪営業本部 副本部長 

吉村 泰典 執行役員 名古屋営業本部長 上席執行役員 名古屋営業本部長 

合志 健治 

執行役員  

機工事業部 副事業部長（国内担当） 

兼 生産財戦略統括部長 

兼 業務推進部長 

執行役員 

機工事業部 副事業部長 

兼 マーケティング統括部長 

兼 戦略企画部長 

山岸 愛 

執行役員  

機工事業部 副事業部長（海外担当） 

兼 海外機工部長 

兼 本社直轄地域 欧州現法長 

執行役員  

国際事業本部 副本部長 

兼 機工部長 

兼 本社直轄地域 欧州現法長 

廣利 健三 執行役員 広島営業本部長 

執行役員 機工事業部 

大阪第１・２営業部長  

兼 業務部長 

村田 孝男 執行役員 中国営業本部長 

執行役員  

国際事業本部 機械統括長 

兼 機械１部長 

鉛 克彦 

執行役員  

機械事業部 副事業部長（国内担当） 

兼 大阪営業部長 

執行役員  

機械事業部 副事業部長 

兼 大阪営業部長 

鳥越 一彦 

執行役員 

住建事業部 副事業部長 

兼 西日本統括長 

兼 マーケティング部長 

執行役員 

住建事業部 西日本統括長 

兼 関西営業部長 

辻 晋二 
執行役員  

生産財統括部 企画開発部長（東京駐在） 

執行役員  

機工事業部 東京第３営業部長 

山添 正道 執行役員 管理本部 海外管理部長 執行役員 管理本部 法務審査部長 

 

 

 

 



  

氏名 新職 現職 

中山 尚律 

執行役員 

家庭機器事業部 副事業部長（東京駐在） 

兼 営業統括部長 

兼 第２営業部ゼネラルマネージャー 

兼 第１支店長 

執行役員 

家庭機器事業部 営業統括部長 

兼 関東営業一部長 

 

上大迫 顕基 

執行役員 

機械事業部 副事業部長（東日本担当） 

兼 東日本営業部長 

機械事業部 副事業部長（東日本担当） 

兼 東日本営業部長 

廣岡 雅人 

執行役員 機工事業部 

大阪第１・２営業部長  

兼 業務部長 

九州営業本部 副本部長 

兼 機工事業部 九州営業部長 

上池 博 執行役員 管理本部 総務部長 管理本部 総務部長 

岸田 貢司 

執行役員 

機械事業部 副事業部長（海外担当） 

兼 海外機械部長 

兼 本社直轄地域 韓国現法長 

国際事業本部 機械２部長 

 

 

Ⅲ．一般人事 

（4月 1日付） 

氏名 新職 現職 

内野 誠治 管理本部 人事部長 管理本部 人事部 副部長 

高千穂 利道 管理本部 法務審査部長 管理本部 法務審査部 副部長 

渡邉 寛二 管理本部 中国管理統括長（上海駐在） 管理本部 国際管理部長 

森本 英樹 

管理本部 アセアン管理統括長 

兼 海外管理部 アセアン管理部長 

（バンコク駐在） 

管理本部 アセアン管理統括長 

兼 国際管理部 北アセアン管理部長 

徳山 敏之 大阪営業本部 北陸支店長 機工事業部 大阪第１営業部 副部長 

森 元 
九州営業本部 副本部長 

兼 機工事業部 九州営業部長 
機工事業部 マーケティング統括部 商品部長 

豊田 淳 
ＵＳＡ営業本部長 

兼 機械事業部 ＵＳＡ機械部長 
国際事業本部 ＵＳＡ支社長 

吉倉 雄二 ＵＳＡ営業本部 メキシコ現法長 国際事業本部 メキシコ現法長 

山内 浩司 
台湾営業本部長 

兼 機械事業部 台湾機械部長 
国際事業本部 台湾支社長 

麻岡 慶三 

中国営業本部 副本部長 

兼 深圳現法長 

兼 香港現法長 

兼 機械事業部 中国機械部長 

国際事業本部 中国支社長 

兼 深圳現法長 

兼 香港現法長 

堂園 龍児 
中国営業本部 上海現法長 

兼 機工事業部 中国機工部長 

国際事業本部 中国支社 副支社長 

兼 上海現法長 

福田 佳彦 

アセアン営業本部長 

兼 タイ現法長 

兼 機械事業部 アセアン機械部長 

国際事業本部 北アセアン支社長 

兼 タイ現法長 



  

氏名 新職 現職 

松井 琢朗 アセアン営業本部 シンガポール現法長 

国際事業本部 南アセアン支社長 

兼 シンガポール現法長 

兼 マレーシア現法長 

萩原 正司 アセアン営業本部 インドネシア現法長 国際事業本部 インドネシア現法長 

石田 伸 アセアン営業本部 フィリピン現法長 国際事業本部 フィリピン現法長 

太田 左登司 アセアン営業本部 ベトナム現法長 国際事業本部 ベトナム現法長 

山口 紀美春 アセアン営業本部 インド現法長 
国際事業本部 アセアン統括長 

兼 インド現法長 

大山 隆司 
機械事業部 業務部長 

兼 大阪営業部 副部長 
機械事業部 大阪営業部 副部長 

中山 勝人 システムエンジニアリング部長 
国際事業本部 ＳＥ支社長 

兼 西部ＳＥ部長 

渕江 浩志 システムエンジニアリング部 東部営業部長 
国際事業本部  

ＳＥ支社 東部ＳＥ部 部長代理 

溝邊 和秀 システムエンジニアリング部 中部営業部長 
国際事業本部  

ＳＥ支社 中部ＳＥ部長 

高松 勝彦 システムエンジニアリング部 西部営業部長 機工事業部 大阪第３営業部長 

鳥巣 達郎 住建事業部 関西営業部長 住建事業部 東京中央営業部長 

木下 薫滋 住建事業部 中四国営業部長 住建事業部 中四国営業部 副部長 

松田 慎二 
住建事業部 東日本統括長 

兼 東京中央営業部長  
住建事業部 マーケティング部長 

荒川 博幸 
家庭機器事業部 営業統括部 第１営業部長

(第１ブロック担当) 

家庭機器事業部 営業統括部 関東営業一部 

副部長 

井原 知宏 
家庭機器事業部 営業統括部 第１営業部長

(第２ブロック担当) 

家庭機器事業部 営業統括部 関東営業二部 

部長代理 

俣野 剛志 

家庭機器事業部 営業統括部 第１営業部長

(第６ブロック担当) 

兼 西日本支店長 

家庭機器事業部 営業統括部 大阪営業部長 

八木 宏昌 

家庭機器事業部 営業統括部 第１営業部長

(第８ブロック担当) 

兼 九州支店長 

家庭機器事業部 営業統括部 九州営業部長 

水町 彰 

家庭機器事業部 営業統括部 第２営業部長

(第５ブロック担当) 

兼 第２支店長 

家庭機器事業部 営業統括部 営業四部長 

尾崎 友章 家庭機器事業部 営業統括部 ｅビジネス部長 
家庭機器事業部 営業統括部 ｅビジネス部 

部長代理 

入部 康久 

家庭機器事業部 商品統括部長 

兼 海外商品部長 

兼 営業統括部 第１営業部 ゼネラルマネ

ージャー 

家庭機器事業部 商品統括部長 

兼 商品１部長 

松原 広治 家庭機器事業部 商品統括部 商品１部長 
家庭機器事業部 商品統括部 商品１部  

副部長 

西出 康人 家庭機器事業部 商品統括部 商品２部長 
家庭機器事業部 商品統括部 商品２部  

部長代理 



  

 
氏名 新職 現職 

花折 卓弥 家庭機器事業部 商品統括部 ＳＣＭ部長 家庭機器事業部 商品統括部 副部長 

坂田 正則 

家庭機器事業部 マーケティンググループ  

グループリーダー 

兼 営業推進部長 

家庭機器事業部 営業推進部長 

 
 

 

 

以上 

 

 

 

 

 


