
人事異動及び機構改革のお知らせ

ミサワホーム株式会社 平成31年3月28日

▼人事異動

【役員・執行役員の異動】

（発令日：平成31年3月31日付）

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽（テクノエフアンドシー(株)シニアエグゼクティブアドバイ
ザーに就任予定）

(専務執行役員 生産･調達･CS品質全般) 取締役 吉松 英之

▽（トヨタホーム(株)参与に就任予定） (常務執行役員 関西中部営業本部長 兼 和歌山支社長) 取締役 横田 純夫

▽退任 (常務執行役員 首都圏営業本部 副本部長) 石川 幸彦

（発令日：平成31年4月1日付）

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽関西中部営業本部長
代表取締役 副社長執行役員 経営全般補佐 兼 営業全般
兼 首都圏営業本部長

下村 秀樹

▽CS品質・生産･調達全般 兼 海外事業副担当 (海外事業全般) 取締役 専務執行役員 商品開発･技術･設計建設全般 作尾 徹也

▽関連企業担当 (管理全般 兼 渉外室長) 取締役 常務執行役員 監査・渉外担当 庄司 健吾

▽常務執行役員 管理・海外事業全般
   兼 BRシナジー推進室長

(執行役員 経営企画・総務人事・情報システム・海外事業担
当 兼 BR働き方改革推進室長)

BR働き方改革推進担当 兼 人財開発部ミサワインスティ
テュート部長

堤内 真一

▽常務執行役員 首都圏営業本部 副本部長
　 兼 東京支社長

（ミサワホーム甲信(株)代表取締役 社長執行役員） 古屋 保巳

▽常務執行役員
　 （ミサワホーム近畿(株)代表取締役 社長執行役員）

（ミサワホーム四国(株)代表取締役 社長執行役員） 下山 隆

(海外事業部長) 執行役員 （Misawa Homes America, Inc. President） 秋本 一善

▽設計生産情報担当 (生産設計情報担当 兼 生産統括部長) 執行役員 生産統括担当 柳谷 三郎

▽渉外副担当 執行役員 商品開発担当 白浜 一志

▽設計建設推進担当 兼 設計建設推進部長
(設計建設CS統括・設計施工統括担当 兼 首都圏営業本部
設計建設CS統括部長)

執行役員 細野 雅信

▽関連企業副担当 (関連企業担当 兼 関連企業室長) 執行役員 財務経理担当 在川 秀一

▽開発業務担当 執行役員 ストック推進担当 兼 開発事業部長 佐藤 徹

▽執行役員 調達開発担当 兼 海外事業副担当 調達開発部長 矢野 稔

▽執行役員 営業企画担当 兼 MJWOOD推進・ストック推進
副担当

営業企画部長 小倉 昌治
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（発令日：平成31年6月定時株主総会日付予定）

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽退任 (取締役) 吉松 英之

▽退任（トヨタホーム(株)専務取締役に就任予定） (取締役) 横田 純夫

▽設計生産情報全般 (生産全般)
取締役 専務執行役員 CS品質・商品開発･技術･設計建
設・調達全般 兼 海外事業副担当

作尾 徹也

▽取締役 常務執行役員 生産全般 (取締役（非常勤）) 寺本 直樹

▽取締役
常務執行役員 管理・海外事業全般 兼 BR働き方改革推進
担当 兼 人財開発部ミサワインスティテュート部長 兼 BRシ
ナジー推進室長

堤内 真一

▽取締役 常務執行役員 首都圏営業本部 副本部長 兼 東京支社長 古屋 保巳

▽常勤監査役 (監査役（非常勤）) 深津 浩彦

▽エグゼクティブアドバイザー (トヨタホーム（株）専務取締役) 平田 俊次

【常務理事職の異動】

（発令日：平成31年4月1日付）

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽関西中部営業本部 副本部長 兼 和歌山支社長 ( 首都圏営業本部 東京支社長) 常務理事 肥後 裕之

【部長・担当部長職の異動】

（発令日：平成31年4月1日付）

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽BR働き方改革推進室長 (BR働き方改革推進室 担当室長) 経営企画部長 兼 海外事業部 担当部長 苅米 信俊

▽渉外室長 南 哲也

▽渉外室 担当室長 木村 哲

▽ミサワフィナンシャルサービス(株)出向 (渉外室 担当部長) 吉田 備実

▽関連企業室長 田巻 亮輔

▽セントスタッフ(株)出向
　 兼 関連企業室 担当室長

(ミサワホーム四国(株)出向) 前田 奨

▽海外事業部長 (海外事業部 担当部長) 滝澤 友久

▽海外事業部 担当部長 村松 真
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▽事業統括部 担当部長 深澤 正明

▽開発業務室長
首都圏営業本部 首都圏事業統括部長 兼 営業推進部 統
括部長

中川 淳

▽開発業務室 担当室長 開発事業部 担当部長 安里 宜哲

▽ミサワホーム甲信（株）出向
　 （代表取締役専務執行役員）

(法人営業部長) 芹澤 剛

▽法人営業部長 (法人営業部 担当部長) 星野 裕之

▽ミサワホーム四国（株）出向 (生産設計情報部長) 田井 宏樹

▽設計生産情報部長 (ミサワホーム北海道(株)出向) 加藤 健司

▽首都圏営業本部 神奈川支社 町田支店長 (首都圏営業本部 東京支社 多摩支店長) 伊藤 晴久

▽首都圏営業本部 東京支社 多摩支店長 堀川 進

▽首都圏営業本部 神奈川支社 横浜北支店長 (首都圏営業本部 神奈川支社 神奈川支店長) 篠原 直樹

▽首都圏営業本部 神奈川支社 神奈川支店長 丸山 哲也

(首都圏営業本部 神奈川支社 横浜北支店長) 中山 仁

▽ミサワホームセラミック（株）出向 (首都圏営業本部 神奈川支社 町田支店長) 河口 良夫

▽首都圏営業本部 営業推進部 統括担当部長 (首都圏営業本部 埼玉・群馬支社 群馬支店長) 勝野 琢也

(首都圏営業本部 千葉・茨城支社 千葉支店長) 首都圏営業本部 千葉・茨城支社長 林 浩平

▽首都圏営業本部 千葉・茨城支社 千葉支店長 佐藤 信行

▽首都圏営業本部 埼玉・群馬支社 群馬支店長 (ミサワホーム北海道(株)出向) 五味 久幸

▽首都圏営業本部　設計建設ＣＳ統括部長 (首都圏営業本部　設計建設ＣＳ統括部 統括担当部長) 福井 正義

▽技術部 担当部長 中庄谷 博規

▽（トヨタホーム(株)常務理事） (設計施工統括部長) 都木 亮治

▽設計建設推進部 担当部長 小辻 義仁

▽生産統括部長 (調達開発部 担当部長) 飯田 朋治

▽調達開発部 担当部長 (生産統括部 担当部長) 野村 幸史

▽生産統括部 担当部長 佐藤 友泰
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▼機構改革

（平成31年4月1日付）

1. 「BRシナジー推進室」を新設

2. 「開発業務室」を新設

以　上

3. 「設計施工統括部」を「設計建設推進部」に改称

4. 「生産設計情報部」を「設計生産情報部」に改称

問い合わせ先 ： 経営企画部 コーポレートコミュニケーション課 奥本博之 ０３-３３４９-８０８８
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