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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。 

なお、役員の異動につきましては、平成 25年 6月 25日の定時株主総会および株主総会終了後の取締役

会において正式に決定する予定です。 

 

記 

 

Ⅰ．機構改革（4月 1日付） 

 

  （住建事業部） 

１．中部営業部 北陸住建支店を富山市から金沢市に移転し、北陸住建支店（金沢）、 

富山事務所、福井事務所とする。 

    ２. 山善タイランドに駐在員事務所を新設する。  

 

  （国際事業本部） 

１．機工・電子部を機工部に呼称変更する。 

 

 

 

Ⅱ.役員人事 

（4月 1日付） 

氏名 新職 前職 

清木 勝彦 代表取締役副社長（COO）消費財事業担当 代表取締役副社長（COO） 

山本 政美 

取締役副社長 国際事業本部長 

兼 国際事業担当 

兼 中国支社長 

兼 YAMAZEN INC.会長（CEO） 

専務取締役 上席執行役員 

国際事業本部長  

兼 中国支社長 

兼 YAMAZEN INC.会長（CEO） 

中田 繞 取締役副社長 生産財事業担当 
専務取締役 上席執行役員 機工事業部

長 

雷 陽次 
取締役 上席執行役員  

住建事業部 管掌 
取締役 上席執行役員 住建事業部長 

 

 

 

 

 



  

Ⅲ.役員の異動 

（6月 25日付） 

(1) 新任取締役候補および退任予定取締役 

氏名 平成 25年 6月株主総会後 現在の役職位及び管掌 

福田  廣 
取締役 上席執行役員 

九州営業本部長 
上席執行役員 九州営業本部長 

関矢 信雄 
取締役 上席執行役員 

機械事業部長 
上席執行役員 機械事業部長 

雷  陽次 退任（※） 
取締役 上席執行役員 

住建事業部 管掌 

（※退任後は、顧問に就任予定であります。） 

 (2) 新任監査役候補および退任予定監査役 

氏名 平成 25年 6月株主総会後 現在の役職位 

津田 佳典 監査役 公認会計士 

吉村  勲 退任 監査役 

 

 

Ⅳ.執行役員人事 

（4月 1日付） 

氏名 新職 前職 

大谷 英雄 上席執行役員 機工事業部長 上席執行役員 機工事業部 副事業部長 

北居 学 
上席執行役員 機工事業部 

副事業部長 兼 西日本統括長 

上席執行役員 機工事業部  

西日本統括長  

兼 マーケティング統括部長 

野海 敏安 
上席執行役員 東日本営業本部 副本部

長 兼 機工事業部 東日本統括長 

執行役員 東日本営業本部 副本部長 

兼 機工事業部 東日本統括長 

砂山 滋 
上席執行役員 経営企画本部長 

兼 経営企画部長 

執行役員 経営企画本部長 

兼 経営企画部長 

長尾 雄次 
上席執行役員 住建事業部長 

兼 西日本統括長 

執行役員 住建事業部 副事業部長 

兼 東日本統括長 

江端 和夫 
上席執行役員 住建事業部 副事業部長 

兼 東日本統括長 

執行役員 九州営業本部 副本部長 

兼 住建事業部 九州営業部長 

山本 隆邦 
執行役員 国際事業本部 副本部長 

兼 ＳＥ支社長 

執行役員 国際事業本部 ＳＥ支社長 

兼 中部ＳＥ部長 

志津 秀幸 

執行役員 機工事業部  

マーケティング統括部長 兼 商品部長 

兼 品質管理室長 

執行役員 機工事業部 

マーケティング統括部 商品部長 

兼 品質管理室長 

松井 平  執行役員 広島営業本部長 
広島営業本部 副本部長 

兼 機工事業部 広島営業部長 

合志 健治  

執行役員 機工事業部 

マーケティング統括部 戦略企画部長 

兼 開発室長 

機工事業部 マーケティング統括部 

戦略企画部長 兼 開発室長 

佐々木 公久 執行役員 大阪営業本部 副本部長 機工事業部 大阪第２営業部長 

山岸 愛 執行役員 国際事業本部 機工部長 国際事業本部 機工部長 

 



  

 

Ⅴ.一般人事 

（4月 1日付） 

氏名 新職 前職 

秋山 知彦 管理本部 営業管理部長 管理本部 営業管理部 副部長 

寺脇 俊弘 
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 

管理本部 国際管理部 東アジア管理統

括長（深圳） 

谷藤 博昭 管理本部 関連事業管理部長 内部監査部長 

濱本 富一 内部監査部長 管理本部 九州営業管理室長 

久保 泰善 機工事業部 西日本ＳＤ営業部長 
機工事業部 西日本ＳＤ営業部長 

兼 東日本ＳＤ営業部長 

渡辺 茂雄 機工事業部 大阪第２営業部長 機工事業部 東京第１営業部長 

辻 晋二 
機工事業部 東京第１営業部長 

兼 東京第２営業部長 
機工事業部 東京第２営業部長 

高松 勝彦 
機工事業部 東京第３営業部長 

兼 東日本ＳＤ営業部長 
機工事業部 東京第３営業部長 

荻野 禎一 
機工事業部 北関東営業部長 

兼 東北営業部長 
機工事業部 東北営業部長 

坂本 伸二 機工事業部 広島営業部長 東日本営業本部 高崎支店長 

鳥海 宏 
住建事業部 九州営業部長 

兼 九州住建支店長 

住建事業部 九州営業部 副部長 

兼 九州住建支店長 

俣野 剛志 
家庭機器事業部 営業統括部 名古屋営

業部長  

家庭機器事業部 営業統括部 関東営業

二部長 

八木 宏昌 
家庭機器事業部 営業統括部 九州営業

部長 
家庭機器事業部 名古屋営業部長 

中山 尚律 
家庭機器事業部 営業統括部 関東営業

一部長 兼 関東営業二部長 

家庭機器事業部 営業統括部 関東営業

一部長 

村田 孝男 
国際事業本部 機械部長 

兼 YAMAZEN(KOREA)LIMITED社長 
国際事業本部 機械部 副部長 

溝辺 和秀 国際事業本部 ＳＥ支社 中部ＳＥ部長 
国際事業本部 ＳＥ支社 中部ＳＥ部 

営業課長 

松井 琢朗 

国際事業本部 南アセアン支社 山善シ

ンガポール社長 兼 山善マレーシア社

長 

国際事業本部 南アセアン支社 山善シ

ンガポール社長 

玉井 信二 
国際事業本部 北アセアン支社 山善イ

ンド社長 

国際事業本部 営業推進部 副部長  

兼 YAMAZEN(KOREA)LIMITED社長 

南 猛 東日本営業本部 高崎支店長 機工事業部 北関東営業部長 

 

 

                                           以上 


