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機構改革及び人事異動に関するお知らせ 

下記の通り、機構改革及び人事異動を決定しましたので、お知らせいたします。 

記 

Ⅰ．機構改革（10月１日付） 

  （家庭機器事業部） 

１.副事業部長の職務領域を「営業担当」と「品質管理・海外商品・ＳＣＭ担当」に分割する。 

２.副事業部長（営業担当）の下、営業統括部（第１営業部・第２営業部）と商品統括部（商

品１～４部）を統合し、「第１営業統括部（電機）」と「第２営業統括部（電機外）」に再編

する。 

① 現・商品１部は、「商品企画１部」に名称変更し、第１営業統括部長直下に置く。 

② 現・商品２～４部は、「商品企画２部（収納・レジャー・ペット）」、「商品企画３部（工

具・園芸・エクステリア）」に再編し、第２営業統括部長直下に置く。 

③ ブロック名称を廃し、第１ブロック→「営業１部」、第２ブロック→「営業２部」、第

３ブロック→「営業３部」、第４ブロック→「営業４部」、第５ブロック→「営業５部」

に夫々変更する。また、第６ブロック、第７ブロック、西日本支店を統合し「西日本

支店」、第８ブロック、第９ブロック、九州支店を統合し「九州支店」とする。 

    ３．現・商品統括部配下の部署（商品部以外）は、副事業部長（品質管理・海外商品・ＳＣＭ

担当）直下に移管する。  

    ４．副事業部長（営業担当）直下に、無店舗販売を掌握する責任者として、「通販ゼネラルマ

ネージャー（ＧＭ）」を置く。  

Ⅱ．執行役員人事 

（10月１日付） 

氏名 新職 現職 

曽我 哲士 

上級執行役員 

家庭機器事業部 副事業部長（東京駐在） 

品質管理・海外商品・ＳＣＭ担当 

上級執行役員 

家庭機器事業部 副事業部長（東京駐在） 

営業担当 

村井 諭 
執行役員 管理本部 副本部長 

兼 人事部長 

執行役員 管理本部 副本部長（東京駐在） 

兼 東京管理部長 



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） 

営業担当 

兼 第２営業統括部長 

兼 営業３部長 

兼 営業５部長 

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 

上池 博 執行役員 管理本部 東京管理部長 執行役員 管理本部 総務部長 

福田 佳彦 
執行役員  

ｽﾏｰﾄ･ﾌｧｸﾄﾘｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部長 

執行役員 

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 

Ⅲ．一般人事 

（10月１日付） 

氏名 新職 現職 

内野 誠治 管理本部 総務部長 管理本部 人事部長 

渡邉 寛二 管理本部 海外管理部長 管理本部 海外管理部 中国管理統括長 

奥谷 徹 管理本部 海外管理部 中国管理統括長 管理本部 営業管理部 副部長 

梶原 猛 大阪営業本部 滋賀支店長 機械事業部 北関東・東北営業部 副部長 

山口 健二 東日本営業本部 札幌支店長 東日本営業本部 千葉支店長 

橋爪 広喜 東日本営業本部 千葉支店長 大阪営業本部 滋賀支店長 

古谷 孝 東日本営業本部 さいたま支店長 東日本営業本部 札幌支店長 

萩原 正司 

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 

機械事業部 海外機械部長 

太田 左登司
アセアン営業本部 副本部長 

兼 ベトナム現法長 
アセアン営業本部 ベトナム現法長 

宇田 和彦 アセアン営業本部 インドネシア現法長 
アセアン営業本部 インドネシア現法  

機工課長 

松井 琢朗 機械事業部 海外機械部長 アセアン営業本部 インドネシア現法長 

入部 康久 

家庭機器事業部 第１営業統括部長 

兼 商品企画１部長 

兼 営業４部長 

家庭機器事業部 商品統括部長 

兼 営業統括部 第１営業部ゼネラルマネージ

ャー 

荒川 博幸 
家庭機器事業部  

第１営業統括部 営業１部長 

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） 

井原 知宏 

家庭機器事業部  

第１営業統括部 営業２部長 

兼 東日本 第２支店長 

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） 

宮崎 徹二 
家庭機器事業部  

第２営業統括部 商品企画３部長 

家庭機器事業部  

商品統括部 商品３部長 

兼 商品４部長 



氏名 新職 現職 

中井 剛 
家庭機器事業部 東日本 第１支店長 

兼 インセールスグループリーダー 

家庭機器事業部  

営業統括部 第１支店 副支店長 

兼 インセールスグループリーダー 

八木 宏昌 家庭機器事業部 西日本 西日本支店長 

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 

辻 治樹 家庭機器事業部 西日本 九州支店長 

家庭機器事業部 

営業統括部 第２営業部 副部長 

（第９ブロック担当） 

種山 栄介 
家庭機器事業部  

通販ゼネラルマネージャー 

家庭機器事業部 

営業統括部 通販営業部長 

秋庭 隆 家庭機器事業部 通販 通販営業部長 
家庭機器事業部  

営業統括部 通販営業部 副部長 

西出 康人 家庭機器事業部 通販 ｅビジネス部長 家庭機器事業部 商品統括部 商品２部長 

小園 幸安 家庭機器事業部 品質管理部長 家庭機器事業部 商品統括部 品質管理部長 

武藤 佳哲 家庭機器事業部 海外商品部長（上海駐在） 
家庭機器事業部  

商品統括部 海外商品部長（上海駐在） 

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

以上 


