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２０１６年３月２２日 

 

人事異動・機構改革のお知らせ 

三和ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区／ＣＥＯ：髙山俊隆）およびグループ会社では、

４月１日付にて以下の通り人事異動・機構改革を行います。 

 

【三和ホールディングス株式会社（持株会社）】 

≪人事異動≫ 

［取締役、監査役、執行役員、顧問］ 

氏名 新職 現職 

髙山 靖司 
取締役 執行役員副社長 

社長補佐 兼 経営企画部門担当 
取締役 専務執行役員 経営企画部門担当 

藤沢 裕厚 取締役 常務執行役員 欧米事業部門担当 取締役 常務執行役員 欧州事業部門担当 

谷本 洋実 
取締役 常務執行役員 

グローバル戦略部門担当 

取締役 専務執行役員  

事業改革推進部門担当 

福田 真博 
取締役 常務執行役員 

経営企画部門担当補佐 兼 ＣＳＲ推進部長 
取締役 常務執行役員 米州事業部門担当 

上枝 一郎 取締役 取締役 専務執行役員 アジア事業部門 担当 

安井 英峰 
常務執行役員  

グローバル戦略部門 アジア事業部長 
執行役員 ビナサンワ 社長 

保泉 武伸 執行役員 欧米事業部門 欧州事業部長 執行役員 欧州事業部門担当補佐 

橋本 隆文 執行役員 グローバル戦略部門担当補佐 執行役員 アジア事業部門担当補佐 

矢野 一成 
執行役員  

安和金属工業股份有限公司 総経理 
安和金属工業股份有限公司 総経理 

道場 敏明 執行役員 欧米事業部門 米州事業部長 事業改革推進部門 事業改革推進部長 

［本社］ 

氏名 新職 現職 

新子 雅之 経営企画部門 広報ＩＲ部長 経営企画部門 総務部 広報課長 

小野 潤一郎 グローバル戦略部門 事業改革推進部長 
三和シヤッター工業株式会社  

ビル建材事業本部 部付部長 

藤井 克巳 
欧米事業部門 

 欧米事業企画グループリーダー 
欧州事業部門 欧州事業グループリーダー 

徳政 健二 グローバル戦略部門 アジア事業部 部付部長 アジア事業部門 アジア事業企画部長 

中江 光広 グローバル戦略部門 アジア事業部 部付部長 アジア事業部門 アジア事業企画部付部長 
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≪機構改革≫三和ホールディングス 

▼経営企画部門に広報ＩＲ部を新設 

▼国内事業部門国内事業部の廃止 

▼米州事業部門と欧州事業部門を統合し、欧米事業部門とする 

▼欧米事業部門配下に米州事業部・欧州事業部を新設 

▼欧米事業企画グループの新設 

▼事業改革推進部門とアジア事業部門を統合し、グローバル戦略部門とする 

▼グローバル戦略部門配下にアジア事業部を新設 

 

【三和シヤッター工業株式会社（中核事業会社）】  

≪人事異動≫ 

［取締役、監査役、執行役員、顧問］ 

氏名 新職 現職 

木下 和彦 代表取締役 副会長 取締役 副会長 

髙山 盟司 
代表取締役 執行役員副社長 社長補佐 

 兼 事業戦略本部長 兼 本社部門担当 
取締役 専務執行役員 事業戦略本部長 

山地 弘道 取締役 専務執行役員 西日本担当 取締役 専務執行役員 西日本事業本部長 

堀内  修 
取締役 常務執行役員  

開発製造工務部門担当 
 取締役 常務執行役員 製造工務部門担当 

近藤 正仁 
取締役 常務執行役員  

エントランス事業本部長 
常務執行役員 ビル建材事業本部長 

来栖 幹夫 取締役 常務執行役員 ビル建材事業本部長 
執行役員 三和タジマ株式会社 社長 

 兼 事業戦略本部 副本部長 

三井  智 常務執行役員 開発製造工務部門担当補佐 常務執行役員 商品部門担当 

北川 裕一朗 常務執行役員 西日本事業本部長 
執行役員 西日本事業本部  

九州地区事業部長 

山本 慶一 常務執行役員 東日本事業本部長 執行役員 東日本事業本部 首都圏営業部長 

楓井  進 執行役員 西日本事業本部 九州事業部長 
執行役員  

西日本事業本部 関西営業部長 

本町 憲一郎 執行役員 事業戦略本部 副本部長 
執行役員 

事業戦略本部 事業企画部長 

浜野 寿之 
執行役員  

東日本事業本部 首都圏第一事業部長 
西日本事業本部 中部営業部長 

前田 好之 執行役員 三和タジマ株式会社 社長 
ビル建材事業本部  

首都圏ビル建材営業部長 

村上 光成 顧問 取締役 常務執行役員 東日本事業本部長 
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［事業戦略本部］ 

氏名 新職 現職 

石倉 俊文 経営企画部長 
三和ホールディングス株式会社 

国内事業部門 国内事業企画部長 

村井 丈夫 営業推進部長 
東日本営業推進部  

営業推進グループリーダー 

勝  真澄 住宅建材ＰＪリーダー エクステリアＰＪリーダー 

中内 勝也 メンテナンスＰＪリーダー 製造工務部門 工務部 次長 

江夏  治 エントランスＰＪリーダー 東日本事業本部 関東営業部 副部長 

新田 泰寛 間仕切ＰＪリーダー補佐 
西日本事業本部 営業企画部  

中四国九州間仕切推進グループリーダー 

吉見 慎一郎 営業推進部 次長 東日本事業本部 営業企画部長 

丸茂 直樹 経営企画部  営業支援グループリーダー 
事業企画部  

営業支援グループ 教育企画課長 

津田 広信 
営業推進部  

東日本営業推進グループリーダー 
東日本営業推進部 担当次長 

小副川 伸一 
営業推進部  

法人営業推進第一グループリーダー 

東日本営業推進部 法人営業グループ  

法人営業第一チームリーダー 

友重 博雅 
営業推進部  

法人営業推進第二グループリーダー 

東日本営業推進部  

法人営業グループリーダー 

瀬川  均 住宅建材ＰＪ 住宅建材グループリーダー 
エクステリアＰＪ  

エクステリアグループ リーダー 

胡口 裕 
メンテナンスＰＪ 

メンテナンスグループリーダー 

ビル建材事業本部 首都圏ビル建材営業部 

 首都圏メンテ支店長 

粉川 晃 
エントランスＰＪ 

エントランスグループリーダー 

三和タジマ株式会社  

総務部 企画課長 

［開発製造工務部門］ 

氏名 新職 現職 

川西 保範 製造技術部長 岐阜工場長 

安藤 正昭 工務部長 
ビル建材事業本部  

ビル設計グループリーダー 

江島 重剛 
商品開発部  

ドア・間仕切グループリーダー 
商品開発部 開発第一グループリーダー 

吉野 真司 
商品開発部  

環境建材グループリーダー 

商品開発部  

開発第一グループ 環境建材課長 

矢部 康夫 
商品開発部  

シャッターグループリーダー 
商品開発部 開発第二グループリーダー 

 父母  均 品質保証部 カスタマーセンター長 
品質保証部 カスタマーセンター  

お客様相談受付課長 
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［エントランス事業本部］ 

氏名 新職 現職 

早川 俊樹 事業企画部長 三和タジマ株式会社 総務部長 

［ビル建材事業本部］ 

氏名 新職 現職 

河合 浩之 工務部長 
首都圏ビル建材営業部  

施工管理グループリーダー 

高橋 輝彦 首都圏ビル建材事業部長 東日本事業本部 西関東営業部長 

丸市 佳永 中部・関西ビル建材事業部長 
西日本事業本部 九州地区事業部 

福岡統括営業課 統括課長 

折田 次郎 メンテナンス事業部長 
首都圏ビル建材営業部  

首都圏ビル建材第一支店長 

柴田  耕 
工務部  

首都圏施工管理グループリーダー 

東日本事業本部 西関東営業部  

西関東神奈川工務課長 

島崎 真人 
工務部  

中部・関西施工管理グループリーダー 

中部・関西ビル建材営業部 

 関西施工管理課長 

西宮 重幸 
首都圏ビル建材事業部  

首都圏ビル建材第一支店長 

首都圏ビル建材営業部  

首都圏ビル建材第一支店 営業一課長 

岡田 晴義 
首都圏ビル建材事業部 

首都圏ビル建材第三支店長 

東日本事業本部 西関東営業部  

横浜統括営業課 統括課長 

都甲 一久 
首都圏ビル建材事業部  

首都圏ビル間仕切支店長 
環境建材営業部 西日本環境建材支店長 

榎本 和幸 
中部・関西ビル建材事業部  

中部ビル建材支店長 

東日本事業本部 東関東営業部 

大宮統括営業所 統括所長 

野崎 智徳 
中部・関西ビル建材事業部  

中部・関西間仕切支店長 

西日本事業本部 営業企画部  

中部関西間仕切推進グループリーダー 

水流  浩 特販事業部 品質管理グループリーダー 特販営業部 品質管理課長 

脇坂 成康 環境建材事業部 特定法人建材支店長 
環境建材営業部 東日本環境建材支店  

ユニット・システム建築課長 

清田  勝 
メンテナンス事業部  

首都圏メンテ第一支店長 

首都圏ビル建材営業部  

首都圏ビル建材第一支店 営業二課長 

鈴木  登 
メンテナンス事業部  

首都圏メンテ第二支店長 

首都圏ビル建材営業部 首都圏メンテ支店 

メンテナンス二課長 

田中 克明 ビル設計グループリーダー 
西日本事業本部 工務部  

西日本設計グループリーダー 

福田 英彦 太田ドア工場長 広島工場長 

丹羽 功 広島工場長 太田ドア工場長 

［東日本事業本部］  

氏名 新職 現職 

木下 広司 事業企画部長 
製造工務部門 工務部長 兼 三和喜雅達門業

設計（上海）有限公司 総経理 

伏木 亮二 工務部長 工務部 東日本設計グループリーダー 

内田 直樹 首都圏第二事業部長 東関東営業部長 
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氏名 新職 現職 

津国 守男 東北事業部 事業推進部長 東北営業部 福島統括営業所 統括所長 

吉原 豊 関東事業部 事業推進部長 東関東営業部 副部長 

小林 信孝 首都圏第一事業部 事業推進部長 
首都圏営業部 副部長 

 兼 東京中央統括営業課 統括課長 

秋澤 克巳 首都圏第二事業部 事業推進部長 
西関東営業部 副部長  

兼 静岡統括営業所 統括所長 

米沢 哲次 
北海道事業部 事業推進部長 

兼 札幌統括営業課 統括課長 

北海道地区事業部 副部長 

兼 札幌統括営業課 統括課長 

吉田 直貴 工務部 東日本設計グループリーダー 工務部 東日本設計グループ 東関東設計課長 

我妻 俊雅 
東北事業部 

宮城メンテナンス統括営業所 統括所長 
東北営業部 秋田統括営業所 統括所長 

門間 弘幸 東北事業部 仙台統括営業課 統括課長 東北営業部 山形統括営業所 統括所長 

長嶺 典人 東北事業部 盛岡統括営業所 統括所長 西関東営業部横浜統括営業所 統括所長 

桑原 直裕 東北事業部 秋田統括営業所 統括所長 東北営業部 仙台統括営業課 統括課長 

高村 稔 東北事業部 仙台統括営業所 統括所長 
営業企画部  

北海道東北間仕切推進グループリーダー 

池 孝嘉 東北事業部 山形統括営業所 統括所長 関東営業部 新潟統括営業所 統括所長 

新田 光春 東北事業部 福島統括営業所 統括所長 東北営業部 仙台統括営業所 統括所長 

丸山 巌 関東事業部 新潟統括営業所 統括所長 
営業企画部  

首都圏関東間仕切推進グループリーダー 

野原 洋二 
首都圏第一事業部  

東京中央統括営業課 統括課長 
首都圏営業部 東京ドア課長 

伊藤 智 
首都圏第二事業部  

大宮統括営業所 統括所長 
東関東営業部 川越統括営業所 統括所長 

徳永 伸樹 
首都圏第二事業部  

川越統括営業所 統括所長 
西関東営業部 神奈川建材センター 所長 

高橋 利明 
首都圏第二事業部  

横浜統括営業所 統括所長 

西関東営業部 

 神奈川メンテナンス課 担当課長 

杉山 正 
首都圏第二事業部  

静岡統括営業所 統括所長 
西関東営業部 浜松統括営業所 統括所長 

村上 秀 
北海道事業部 

札幌メンテナンス統括営業所 統括所長 

北海道地区事業部  

旭川統括営業所 統括所長 

齋藤 琢文 北海道事業部 旭川統括営業所 統括所長 北海道地区事業部 北見営業所長 

坂巻 亨 北海道事業部 札幌工場長 
製造工務部門 製造技術部  

製造技術グループ 生産管理課長 
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［西日本事業本部］ 

氏名 新職 現職 

国冨 恒志 工務部長 東日本事業本部 工務部長 

筒井 道雅 中部事業部長 
ビル建材事業本部  

中部・関西ビル建材営業部長 

遠藤 佳則 関西事業部長 関西営業部 副部長 

田中 玲 中部事業部 事業推進部長 中部営業部 副部長 

松原 英司 関西事業部 事業推進部長 中部営業部 刈谷統括営業所 統括所長 

水本 幸篤 中四国事業部 事業推進部長 中四国営業部 副部長 

吉本 安寛 九州事業部 事業推進部長 九州地区事業部 副部長 

大内田 茂夫 工務部 西日本設計グループリーダー 工務部 西日本設計グループ 関西設計課長 

稲山 武志 中部事業部 浜松統括営業所 統括所長 
ビル建材事業本部 中部・関西ビル建材 

営業部 中部ビル建材支店長 

澤田 淳一郎 中部事業部 名古屋統括営業所 統括所長 中部営業部 津統括営業所 統括所長 

石黒 和彦 中部事業部 刈谷統括営業所 統括所長 九州地区事業部 熊本統括営業所 統括所長 

北村 泰章 中部事業部 津統括営業所 統括所長 中四国営業部 松山統括営業所 統括所長 

六路木 正人 関西事業部 京都統括営業所 統括所長 関西営業部 和歌山統括営業所 統括所長 

北野 剛志 関西事業部 和歌山統括営業所 統括所長 関西営業部 東大阪営業所 所長 

田丸 知秀 
中四国事業部 

広島メンテナンス統括営業所 統括所長 
中四国営業部 広島メンテナンス課長 

姫野 聡 中四国事業部 岡山統括営業所 統括所長 中部営業部 名古屋統括営業所 統括所長 

笹岡 幸司 中四国事業部 松江統括営業所 統括所長 中四国営業部 岡山営業課長 

中山 政典 中四国事業部 高松統括営業所 統括所長 中四国営業部 岡山統括営業所 統括所長 

安原 裕次 中四国事業部 松山統括営業所 統括所長 中四国営業部 高松統括営業所 統括所長 

田崎 隆二 
九州事業部  

福岡メンテナンス統括営業所 統括所長 

九州地区事業部  

福岡メンテナンス課長 

小山 和宏 九州事業部 福岡統括営業課 統括課長 
九州地区事業部  

大分統括営業所 統括所長 

影山 憲治 九州事業部 熊本統括営業所 統括所長 関西営業部 京都統括営業所 統括所長 

前畑 登 九州事業部 大分統括営業所 統括所長 九州地区事業部 八代営業所長 

長嶋 明広 九州事業部 鹿児島統括営業所 統括所長 
九州地区事業部  

宮崎統括営業所 担当課長 

大石  晃 岐阜工場長 札幌工場長 

 

≪機構改革≫三和シヤッター工業 

▼事業戦略本部東日本営業推進部と西日本営業推進部を統合し、営業推進部とする 

▼事業戦略本部配下にメンテナンスＰＪとエントランスＰＪを新設 

▼事業戦略本事業企画部を経営企画部に改称 

▼本社部門を新設し、人事総務部と経理部を移管 
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▼商品部門と製造工務部門を統合し、開発製造工務部門とする

▼開発第一グループをドア・間仕切グループ、環境建材グループに分割

▼開発第二グループをシャッターグループに改称

▼三和電装エンジニアリング㈱を三和ホールディングス㈱から製造技術部に移管

▼エントランス事業本部を新設し、事業企画部を設置、昭和フロント㈱・三和タジマ㈱・昭和建

産㈱・田島メタルワーク㈱・㈱吉田製作所・㈱メタルワーク関西・昭和建産㈱・㈱エースを移管

▼ビル建材事業本部に工務部を新設

▼首都圏ビル建材営業部を首都圏ビル建材事業部に改称

▼中部・関西ビル建材営業部を中部・関西ビル建材事業部に改称

▼特販営業部を特販事業部に改称

▼環境建材営業部を環境建材事業部に改称

▼メンテナンス事業部を新設し、首都圏ビル建材営業部配下の首都圏メンテ支店を首都圏メンテ

第一支店、首都圏メンテ第二支店に分割し移管

▼首都圏ビル建材事業部に首都圏ビル建材第三支店を新設

▼中部・関西ビル建材事業部に中部・関西間仕切支店を新設

▼特販事業部に品質管理グループを新設

▼東日本環境建材支店と西日本環境建材支店を統合し、環境建材支店とし、特定法人建材支店を

新設

▼製造技術部に三和エクステリア新潟工場㈱を移管

▼東北営業部を東北事業部に、関東営業部を首都圏第一事業部に、西関東営業部を首都圏第

二事業部に、北海道地区事業部を北海道事業部に改称

▼中部営業部を中部事業部に、関西営業部を関西事業部に、中四国営業部を中四国事業部に、

九州地区事業部を九州事業部に改称

［グループ会社］ 

氏名 新職 現職 

床田 智巳 ビナサンワ 社長 
三和シヤッター工業株式会社 

事業戦略本部 東日本営業推進部長 

八木 孝史 三和エクステリア新潟工場株式会社 社長 
三和シヤッター工業株式会社 

製造工務部門 製造技術部長 

大島 茂美 
三和タジマ株式会社 製造本部 埼玉工場長 

兼 株式会社吉田製作所 社長 

三和タジマ株式会社 製造本部 

埼玉工場長 


