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２０１８年３月９日

各  位

三井不動産レジデンシャルサービス株式会社

人事異動についてのお知らせ

２０１８年４月１日付人事異動を下記のとおり実施いたしますのでお知らせいたします。

記

１．取締役・監査役・執行役員の異動および担当業務変更（２０１８年４月１日付）

２．取締役の異動および担当業務変更（内定）（２０１８年６月下旬予定）

３．部門長人事異動（２０１８年４月１日付）

４．取締役・監査役体制（２０１８年４月１日付）

５．執行役員体制（２０１８年４月１日付）

６．（参考）取締役・監査役体制（２０１８年６月下旬予定）

以 上
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１．取締役・監査役・執行役員の異動および担当業務変更（２０１８年４月１日付） 

新職 

（または兼務する新職） 

解かれる職 継続する職 氏名 

レジデンシャル営業本部 第二統括

支社 関係業務管掌 

レジデンシャル営業本部 第一統

括支社、第三統括支社 関係業務

管掌 

取締役 

常務執行役員 

レジデンシャル営業本部 戦略

営業部、事務センター、中部

支店、資産マネジメント事業部

関係業務管掌 

レジデンシャル営業本部 戦略

営業部、事務センター、中部

支店、資産マネジメント事業部 

関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 本

部長 委嘱） 

村  裕太 

 常務執行役員 

レジデンシャル営業本部 第四統括

支社 関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 副本部

長 兼 レジデンシャル営業本部 第

四統括支社長 委嘱） 

取締役 

レジデンシャル営業本部 第四

統括支社 関係業務管掌 

仁田 忠行 

経営企画部、情報システム部 関係

業務担当 

取締役 

常務執行役員 

総務部、人事部、経営企画

部、情報システム部、組合会

計部、お客様センター、サービ

ス推進部、受託営業部、プロジ

ェクト推進室、技術工事部、品

質管理部 関係業務管掌 

総務部、人事部 関係業務担

当 

荒井 一弥 

レジデンシャル営業本部 第一統括

支社 関係業務管掌 

レジデンシャル営業本部 第一統括

支社 関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 第一統

括支社長 委嘱） 

レジデンシャル営業本部 第二統括

支社 関係業務管掌 

レジデンシャル営業本部 第二統括

支社 関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 第二統

括支社長 委嘱） 

取締役 

執行役員 

（レジデンシャル営業本部 副

本部長 委嘱） 

村井 洋 

取締役 

レジデンシャル営業本部 第三統括

支社 関係業務管掌 

 執行役員 

レジデンシャル営業本部 第三

統括支社 関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 第

三統括支社長 委嘱） 

篠﨑 行雄 
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新職 

（または兼務する新職） 

解かれる職 継続する職 氏名 

レジデンシャル営業本部 第四統括

支社 関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 第四統

括支社長 委嘱） 

レジデンシャル営業本部 第一統括

支社 関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 第一統

括支社長 委嘱） 

執行役員 吉村 崇 

レジデンシャル営業本部 第二統括

支社 関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 第二統

括支社長 委嘱） 

組合会計部、お客様センター、サ

ービス推進部、受託営業部、プロジ

ェクト推進室 関係業務担当 

（サービス推進部長 委嘱） 

執行役員 山村 勝治 

執行役員 

お客様センター、サービス推進部、

受託営業部、プロジェクト推進室 

関係業務担当 

（サービス推進部長 委嘱） 

 毛利 恵一 

執行役員 

経営企画部、情報システム部、組

合会計部 関係業務担当 

（経営企画部長 委嘱） 

  今村 誠 

監査役（非常勤）  國兼 洋一 

※ 今後行われる弊社の手続きを経て正式に決定されます。 

２．取締役の異動および担当業務変更（内定）（２０１８年６月下旬予定） 

新職 

（または兼務する新職） 

解かれる職 継続する職 氏名 

レジデンシャル営業本部 第四統

括支社 関係業務管掌 

 取締役 

常務執行役員 

レジデンシャル営業本部 戦略

営業部、事務センター、第二

統括支社、中部支店、資産マ

ネジメント事業部 関係業務管

掌 

レジデンシャル営業本部 戦略

営業部、事務センター、中部

支店、資産マネジメント事業部 

関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 本

部長 委嘱） 

村  裕太 

 取締役 

レジデンシャル営業本部 第四統括

支社 関係業務管掌 

仁田 忠行 

※ 本年６月下旬の弊社の手続きを経て正式に決定されます。 
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３．部門長人事異動（２０１８年４月１日付） 

新職 

（または兼務する新職） 

解かれる職 継続する職 氏名 

 総務部長  竹迫 繁 

総務部長 レジデンシャル営業本部 

事務センター部長 

 岩井 正明 

人事部長   石塚 誠 

 情報システム部長  増尾 牧人 

情報システム部長   藤元 勝 

レジデンシャル営業本部 

事務センター部長 

レジデンシャル営業本部 

第一統括支社 東京北支店長 

 北島 鋼二 

レジデンシャル営業本部 

第一統括支社 東京北支店長 

レジデンシャル営業本部 

第二統括支社 東京西支店長 

 時安 賢治 

レジデンシャル営業本部 

第二統括支社 湾岸支店長 

人事部長  山中 秀樹 

レジデンシャル営業本部 

第二統括支社 東京西支店長 

レジデンシャル営業本部 

第三統括支社 町田支店長 

 豊田 茂樹 

レジデンシャル営業本部 

第三統括支社 町田支店長 

レジデンシャル営業本部 

中部支店長 

 中村 秀一 

 レジデンシャル営業本部 

第四統括支社 東京東支店長 

 森 威信 

レジデンシャル営業本部 

第四統括支社 東京東支店長 

レジデンシャル営業本部 

第二統括支社 湾岸支店長 

 藤井 幸一 

レジデンシャル営業本部 

中部支店長 

  井上 剛宏 
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４．取締役・監査役体制（２０１８年４月１日付） 

代表取締役社長     高松 茂   監査部 関係業務管掌 

取締役         村  裕太  レジデンシャル営業本部 戦略営業部、事務センター、第

二統括支社、中部支店、資産マネジメント事業部 関係

業務管掌 

  取締役         仁田 忠行  レジデンシャル営業本部 第四統括支社 関係業務管掌 

取締役         荒井 一弥  総務部、人事部、経営企画部、情報システム部、組合会

計部、お客様センター、サービス推進部、受託営業部、

プロジェクト推進室、技術工事部、品質管理部 関係業務

管掌 

  取締役         村井 洋    レジデンシャル営業本部 第一統括支社 関係業務管掌 

  取締役     （新任）篠﨑 行雄  レジデンシャル営業本部 第三統括支社 関係業務管掌 

  取締役（非常勤）    山田 貴夫 

  取締役（非常勤）    山下 大輔 

  常任監査役       大井 健成 

  監査役（非常勤）    大澤 久 
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５．執行役員体制（２０１８年４月１日付） 

  社長執行役員      高松 茂   監査部 関係業務担当 

常務執行役員      村  裕太  レジデンシャル営業本部 戦略営業部、事務センター、中

部支店、資産マネジメント事業部 関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 本部長 委嘱） 

  常務執行役員      荒井 一弥  総務部、人事部 関係業務担当 

執行役員        村井 洋   レジデンシャル営業本部 第一統括支社 関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 副本部長 兼 第一統括支社

長 委嘱） 

  執行役員        篠﨑 行雄  レジデンシャル営業本部 第三統括支社 関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 第三統括支社長 委嘱） 

  執行役員        吉村 崇   レジデンシャル営業本部 第四統括支社 関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 第四統括支社長 委嘱） 

執行役員        森本 晃   技術工事部、品質管理部 関係業務担当 

（品質管理部長 委嘱） 

執行役員        山村 勝治  レジデンシャル営業本部 第二統括支社 関係業務担当 

（レジデンシャル営業本部 第二統括支社長 委嘱） 

執行役員    （新任）毛利 恵一  お客様センター、サービス推進部、受託営業部、プロジ

ェクト推進室 関係業務担当 

（サービス推進部長 委嘱） 

執行役員    （新任）今村 誠   経営企画部、情報システム部、組合会計部 関係業務担当 

                   （経営企画部長 委嘱） 
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６．（参考）取締役・監査役体制（２０１８年６月下旬予定） 

代表取締役社長     高松 茂   監査部 関係業務管掌 

取締役         村  裕太  レジデンシャル営業本部 戦略営業部、事務センター、第

二統括支社、第四統括支社、中部支店、資産マネジメン

ト事業部 関係業務管掌 

取締役         荒井 一弥  総務部、人事部、経営企画部、情報システム部、組合会

計部、お客様センター、サービス推進部、受託営業部、

プロジェクト推進室、技術工事部、品質管理部 関係業務

管掌 

  取締役         村井 洋    レジデンシャル営業本部 第一統括支社 関係業務管掌 

  取締役         篠﨑 行雄  レジデンシャル営業本部 第三統括支社 関係業務管掌 

  取締役（非常勤）    山田 貴夫 

  取締役（非常勤）    山下 大輔 

  常任監査役       大井 健成 

  監査役（非常勤）    大澤 久 


