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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≫
［本社］
氏名

新職

現職

吉武 裕之

経営企画部門 総務部長
兼 三和保険サービス株式会社 社長

経営企画部門 総務部 総務課長

新妻 剛

経営企画部門 経営企画部 部付部長
兼 財務企画課長

経営企画部門 業務企画部長

藤井 克巳

グローバル事業部門
事業改革推進部 部付部長

欧米事業部門
欧米事業企画グループリーダー

三田 一男

グローバル事業部門
グローバル商品企画グループリーダー

グローバル戦略部門
事業開発推進部 事業開発推進課長

田中 一多

グローバル事業部門
欧米事業企画グループリーダー

経営企画部門 総務部 秘書課長

佐藤 琢磨

アジア事業部門 アジア事業部 部付部長

欧米事業部門 部門付部長

田原 悟

アジア事業部門
アジア事業部 部付グループリーダー

≪機構改革≫三和ホールディングス
▼業務企画部を経営企画部に移管
▼事業開発推進部の廃止
▼グローバル事業部門にグローバル商品企画グループを新設
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安和金属工業股分有限公司 工場長

【三和シヤッター工業株式会社（中核事業会社）】
≪人事異動≫
［事業戦略部門］
氏名

新職

現職

石倉 俊文

経理部長

事業戦略本部 経営企画部長

中 啓三

経営企画部長

事業戦略本部 経営企画部
企画管理グループリーダー

吉見 慎一郎

間仕切ＰＪリーダー補佐

事業戦略本部 営業推進部 次長

山本 政春

情報システム部 企画グループリーダー

事業戦略本部 情報システム部
設計製造システム課長

比護 晃

情報システム部 技術グループリーダー

徳永 伸樹

住宅建材ＰＪ 住宅建材グループリーダー

東日本事業本部 首都圏第二事業部
川越統括営業所 統括所長

氏名

新職

現職

細山 健二

電装開発部長

三和電装エンジニアリング株式会社 社長

数延 徳彌

品質保証部長

西日本事業本部 事業企画部長

江島 重剛

品質保証部 品質管理グループリーダー

開発製造工務部門 商品開発部
ドア・間仕切グループリーダー

若松 勇司

商品開発部
ドア・間仕切グループリーダー

開発製造工務部門 商品開発部
ドア・間仕切グループ ドア・間仕切課長

氏名

新職

現職

友重 博雅

技術営業推進部長

事業戦略本部 営業推進部
法人営業推進第二グループリーダー

折田 次郎

中部・関西営業推進部長
兼 関西営業推進グループリーダー

ビル建材事業本部
メンテナンス事業部長

中部・関西営業推進部

事業戦略本部 営業推進部

中部営業推進グループリーダー

関西営業推進グループリーダー

中内 勝也

メンテナンス事業推進部長

事業戦略本部 メンテナンスＰＪリーダー

胡口 裕

メンテナンス事業推進部
メンテナンスグループリーダー

事業戦略本部 メンテナンスＰＪ
メンテナンスグループリーダー

メンテナンス事業推進部

事業戦略本部 経営企画部

メンテナンス研修センター長

営業支援グループリーダー

氏名

新職

現職

中西 学

経営管理グループリーダー

事業企画部 経営企画課長

事業戦略本部 情報システム部
運用管理課長

［開発部門］

［営業推進本部］

中根 千敏

丸茂 直樹
［エントランス事業本部］
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［ビル建材事業本部］
氏名

新職

現職

岡田 晴義

首都圏ビル建材事業部 副事業部長

首都圏ビル建材事業部
首都圏ビル建材第三支店長

松丸 雄一

環境建材事業部長
兼 防災建材支店長

東日本事業本部 関東事業部長

牧野 浩之

メンテナンス事業部長

首都圏ビル建材事業部
首都圏ビル建材第二支店長

中阪 正

首都圏ビル建材事業部
首都圏ビル建材第二支店長

首都圏ビル建材事業部
首都圏ビル建材第二支店 リニューアル課長

首都圏ビル建材事業部

首都圏ビル建材事業部

首都圏ビル建材関東支店長

首都圏ビル建材第二支店 営業一課長

首都圏ビル建材事業部
首都圏ビル建材横浜支店長

首都圏ビル建材事業部
首都圏ビル建材第二支店 営業三課長

氏名

新職

現職

秋澤 克巳

関東事業部長

首都圏第二事業部 事業推進部長

大橋 憲浩

東北事業部 事業推進部長

北海道事業部 帯広統括営業所 統括所長

津国 守男

関東事業部 事業推進部長

東北事業部 事業推進部長

土田 悟

首都圏第二事業部 事業推進部長

大和田 久

東北事業部
宮城メンテナンス統括営業所 統括所長

首都圏第一事業部
甲府統括営業所 統括所長

奥田 智一

関東事業部 前橋統括営業所 統括所長

首都圏第二事業部 静岡営業課長

中村 和彦

関東事業部 宇都宮統括営業所 統括所長

関東事業部 栃木営業課長

関 和宏

関東事業部 つくば統括営業所 統括所長

関東事業部 宇都宮統括営業所 統括所長

佐藤 康也

首都圏第一事業部
足立統括営業所 統括所長

首都圏第二事業部
厚木統括営業所 統括所長

五味 真路

首都圏第一事業部
立川統括営業所 統括所長

首都圏第一事業部
足立統括営業所 統括所長

田中 俊行

首都圏第一事業部
甲府統括営業所 統括所長

首都圏第一事業部
立川統括営業所 統括所長

山下 勝利

首都圏第二事業部
大宮統括営業所 統括所長

西日本事業本部 九州事業部
福岡統括営業所 統括所長

土井 博揮

首都圏第二事業部
川越統括営業所 統括所長

首都圏第二事業部 柏営業所長

川尻 茂樹

首都圏第二事業部
厚木統括営業所 統括所長

首都圏第二事業部 藤沢営業所長

清水 誠

首都圏第二事業部
沼津統括営業所 統括所長

関東事業部 つくば統括営業所 統括所長

武田 圭司

北海道事業部 札幌統括営業課 統括課長

北海道事業部 札幌ステンレス課長

熊沢 広之

北海道事業部 帯広統括営業所 統括所長

北海道事業部 札幌東営業所長

田鹿 秀和
濱 俊次
［東日本事業本部］
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西日本事業本部 中部事業部
富山統括営業所 統括所長

［西日本事業本部］
氏名

新職

現職

神谷 啓文

中部事業部 事業推進部長

関東事業部 前橋統括営業所 統括所長

大内田 茂夫

工務部 中部・関西設計グループリーダー

工務部 西日本設計グループリーダー

山中 敏雄

工務部 中四国・九州設計グループリーダー

九州事業部 経営管理グループ 設計課長

吉井 真一

中部事業部 富山統括営業所 統括所長

中部事業部 福井統括営業所 統括所長

木全 勇

中部事業部 福井統括営業所 統括所長

中部事業部 岐阜統括営業所 統括所長

伊藤 裕二

中部事業部 岐阜統括営業所 統括所長

中部事業部 豊橋営業所長

谷 康二

関西事業部 大阪南統括営業所 統括所長

関西事業部 神戸統括営業所 統括所長

中谷 忠弘

関西事業部 堺統括営業所 統括所長

関西事業部 奈良統括営業所 統括所長

江島 浩三

関西事業部 奈良統括営業所 統括所長

九州事業部 宮崎統括営業所 統括所長

津田 耕治

関西事業部 神戸統括営業所 統括所長

関西事業部 堺統括営業所 統括所長

片山 真一

中四国事業部 高松統括営業所 統括所長

中四国事業部 高知統括営業所 統括所長

中山 政典

中四国事業部 高知統括営業所 統括所長

中四国事業部 高松統括営業所 統括所長

加瀬部 剛

九州事業部 福岡統括営業所 統括所長

関西事業部 大阪南統括営業所 統括所長

前畑 登

九州事業部 佐賀統括営業所 統括所長

九州事業部 大分統括営業所 統括所長

野見山 賢一

九州事業部 大分統括営業所 統括所長

九州事業部 佐賀統括営業所 統括所長

大峯 慎一

九州事業部 宮崎統括営業所 統括所長

九州事業部 都城営業所長

≪機構改革≫三和シヤッター工業
▼経営企画部企画管理グループ、営業支援グループを廃止
▼能力開発センターを事業戦略部門直轄に移管し、人材開発センターに改称
▼情報システム部に企画グループ、技術グループを新設
▼開発部門に電装開発部を新設
▼営業推進部を事業戦略本部から営業推進本部に移管
▼営業推進本部に技術営業推進部を新設
▼東日本営業推進グループを営業推進グループ、法人営業推進第一グループを法人営業グループに
改称
▼法人営業推進第二グループを廃止し、業務を新設の技術営業推進部に移管
▼営業推進本部に中部・関西営業推進部を新設し、中部営業推進グループと関西営業推進
グループを中部・関西営業推進部配下に移管
▼メンテナンスＰＪを営業推進本部配下に移管し、メンテナンス事業推進部に改称
▼メンテナンス事業推進部配下にメンテナンスグループとメンテナンス研修センターを新設
▼エントランス事業本部事業企画部を廃止し、新設の経営管理グループに業務を移管
▼首都圏ビル建材第三支店を首都圏ビル建材関東支店、首都圏ビル建材横浜支店に分割
▼東日本事業本部事業企画部の廃止、西日本事業本部事業企画部の廃止
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［グループ会社］
氏名

新職

現職

桐生 克幸

林工業株式会社 社長

林工業株式会社 管理部長

山下 博

三和スピンドル建材株式会社 社長

三和ホールディングス株式会社
グローバル戦略部門 事業開発推進部長

石坂 斉昭

三和電装エンジニアリング株式会社
社長

三和シヤッター工業株式会社
西日本事業本部 岐阜工場 管理課長

株式会社エース 社長

三和シヤッター工業株式会社 東日本事業本部
首都圏第二事業部 沼津統括営業所 統括所長

中江 光広

安和金属工業股分有限公司 工場長

三和ホールディングス株式会社
グローバル戦略部門 アジア事業部 部付部長

早川 俊樹

三和スピンドル建材株式会社 総務部長

三和シヤッター工業株式会社
エントランス事業本部 事業企画部長

田中 玲

田島メタルワーク株式会社 営業部長

三和シヤッター工業株式会社 西日本事業本部
中部事業部 事業推進部長

宮原

竜也
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