
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 2022年3月1日

▼人事異動

【役員・執行役員の異動】

（発令日：2022年3月31日付）

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

▽退任（ミサワホーム四国㈱代表取締役社長執行役員に就
任予定）

(執行役員 営業企画担当 兼 MJWOOD推進・ストック推進副
担当 兼 営業企画部長)

小倉 昌治

（発令日：2022年4月1日付）

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

新築請負事業全般、ストック事業全般、街づくり事業全般、
販売企画全般
兼 新築請負事業本部長
兼 ストック事業本部長
兼 街づくり事業本部長
兼 販売企画本部長

(営業全般)
代表取締役 副社長執行役員 経営全般補佐
兼 新築請負事業本部 首都圏営業本部長
兼 新築請負事業本部 中部営業本部長

下村 秀樹

商品・技術開発本部長
兼 調達・生産本部長
兼 建設・ＣＳ本部長

(海外事業副担当)
取締役 専務執行役員 商品・技術開発全般、調達・生産全
般、建設・CS全般

作尾 徹也

介護事業全般
兼 海外事業本部長
兼 管理本部長

(監査全般 兼 BRシナジー推進室長 兼 人事総務部長)
取締役常務執行役員 海外事業全般、経営企画全般、管理
全般

堤内 真一

新築請負事業本部 副本部長
兼 販売企画本部 副本部長

取締役常務執行役員
兼 新築請負事業本部 首都圏営業本部 副本部長

古屋 保巳

建設・ＣＳ本部 副本部長
(カスタマーサポート推進担当 兼 首都圏営業本部 設計建設
統括副担当 兼 設計建設推進部長 兼 お客様センター統括
部長)

常務執行役員 細野 雅信

販売企画本部 副本部長 (ＭＪＷＯＯＤ推進担当)
執行役員
兼 販売企画本部 事業統括部長
兼 販売企画本部 建材販売推進部長

高垣 隆好

街づくり事業本部 副本部長
兼 街づくり事業本部 建築再生推進プロジェクト 部長

(開発事業部長) 執行役員 佐藤 徹
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海外事業本部 副本部長 (アジア事業担当) 執行役員 矢野 稔

商品・技術開発本部 副本部長 (商品開発担当 兼 調達担当 兼 渉外副担当) 執行役員 桜沢 雅樹

介護事業本部長
兼 経営企画本部 副本部長
兼 介護事業本部 介護事業支援室長

(渉外・関連企業・財務経理担当 兼 経営企画部長 兼 海外
事業部 担当部長)

執行役員 苅米 信俊

経営企画本部長
兼 経営企画本部 経営企画部長

(法人営業担当)

執行役員
兼 新築請負事業本部 首都圏営業本部 首都圏事業統括
部長
兼 街づくり事業本部 開発業務室長
兼 販売企画本部 事業企画室長

中川 淳

新築請負事業本部 副本部長
執行役員
兼 新築請負事業本部 中部営業本部 副本部長

肥後 裕之

執行役員 ストック事業本部 副本部長 ストック事業本部 ストック推進部長 五十嵐 茂

執行役員 調達・生産本部 副本部長
兼 調達・生産本部 生産統括部長

調達・生産本部 調達部長 野村 幸史

執行役員 商品・技術開発本部 副本部長 商品・技術開発本部 技術部長 中庄谷 博規

執行役員 管理本部 副本部長
兼 管理本部 人事総務部長

(人事総務部 担当部長
 兼 プライム ライフ テクノロジーズ出向)

久保 建史
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【副本部長・部長・担当部長職の異動】

（発令日：2022年4月1日付）

新   職 旧   職 継 続 職 氏  名

街づくり事業本部　開発事業部長 橋本　雅史

(開発業務室　担当部長)
街づくり事業本部　開発事業部　担当部長
兼　プライム ライフ テクノロジーズ（株）出向

安里　宜哲

(開発事業部　担当部長) 安藤　治郎

海外事業本部　副本部長 Misawa Homes America, Inc. President 秋本　一善

(関連企業室　担当部長) セントスタッフ（株）出向 前田　奨

販売企画本部　営業企画部長
(首都圏営業本部　首都圏事業統括部　営業推進部　担当
部長)

千葉　光

販売企画本部　営業企画部　担当部長 長塚　一紀

商品・技術開発本部　商品開発部　担当部長 稲村　勝章

調達・生産本部　副本部長
兼　テクノエフアンドシー（株）出向

(生産統括部長) 飯田　朋治

調達・生産本部　特需部長 田中　知臣

建設・ＣＳ本部　副本部長 建設・ＣＳ本部　カスタマーサポート推進部長 小林　春二

建設・ＣＳ本部　設計建設推進部長 (設計建設推進部　担当部長) 小辻　義仁

建設・ＣＳ本部　お客様センター統括部長 齊藤　充哉

管理本部　広報・渉外部長
兼　ＢＲシナジー推進室長

(渉外室長) 南　哲也

管理本部　広報・渉外部　担当部長 (経営企画部　担当部長) 牧内　祐一

管理本部　広報・渉外部　担当部長 能浦　勇一郎

ミサワホーム近畿（株）出向 (渉外室　担当部長) 木村　哲

管理本部　人事総務部　担当部長
兼　プライム ライフ テクノロジーズ（株）出向

黒川　崇

プライム ライフ テクノロジーズ（株）出向 (人事総務部　担当部長) 遠藤　光男

管理本部　ＩＴソリューション部　担当部長 大谷　聡
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▼機構改革

（2022年4月1日付）

1.本部制を導入し、「事業本部」に「新築請負事業」「ストック事業」「街づくり事業」「海外事業」「介護事業」の計5本部、「機能本部」に「経営企画」「販売企画」「商品・技術開発」「調達・生産」「建設・CS」

　「管理」の計6本部を新設

<事業本部>

2.「新築請負事業本部」に「首都圏営業本部」「中部営業本部」を置く

3.「ストック事業本部」に「ストック推進部」を置く

4.「街づくり事業本部」に「開発事業部」「開発業務室」を置き、「建築再生推進プロジェクト」を新設

5.「海外事業本部」に「海外事業部」「海外業務室」を置く

6.「介護事業本部」に「介護事業支援室」を新設

<機能本部>

7.「経営企画本部」に「経営企画部」「関連企業室」「財務経理部」を置く

8.「販売企画本部」に「事業企画室」「法人営業部」「事業統括部」「営業企画部」「MJ WOOD推進部」「建材販売推進部」を置く

9.「商品・技術開発本部」に「商品開発部」「技術部」「設計生産情報部」を置く

10.「調達・生産本部」に「生産統括部」「調達部」を置き、「特需部」を新設

11.「建設・CS本部」に「設計建設推進部」「カスタマーサポート推進部」「お客様センター統括部」を置く

12.「管理本部」に「コンプライアンス部」「人事総務部」「ITソリューション部」を置き、「渉外室」を「広報・渉外部」に改称して置き、「女性活躍推進プロジェクト」を新設

<その他>

13.「VE・工業化推進プロジェクト」の廃止

以　上

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 阿部正成 ０３-３３４９-８０８８
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