
  平成２６年３月１１日   

各   位                                          

会 社 名 株 式 会 社 山   善

代表者名 代表取締役社長  居  亨 

                            （コード番号 8051 東証第１部） 

                                     問合せ先 広 報・ＩＲ 室 長  坂田 正則 

                           （ＴＥＬ ０６－６５３４－３０９５ ） 

機構改革及び人事異動のお知らせ 

  下記の通り、機構改革及び人事異動を決定しましたので、お知らせ致します。 

記 

Ⅰ．機構改革 

（東日本営業本部） 4月 1 日付 

１.  太田営業所を太田支店とする。 

  （名古屋営業本部） 4 月 1 日付 

１．小牧営業所を小牧支店とする。 

Ⅱ．執行役員人事 

（4月 1日付） 

氏名 新職 前職 

曽我 哲士 

上席執行役員 

家庭機器事業部 副事業部長 

兼 営業統括部長 兼 営業四部長 

上席執行役員 

家庭機器事業部 副事業部長 

兼 営業統括部長 兼 関東営業三部長 

野海 敏安 上席執行役員 機工事業部長 
上席執行役員 東日本営業本部 副本部

長 兼 機工事業部 東日本統括長 

山本 隆邦 
上席執行役員 国際事業本部 副本部長 

兼 SE 支社長 

執行役員 国際事業本部 副本部長 

兼 SE 支社長 

志津 秀幸 上席執行役員 九州営業本部長 

執行役員 機工事業部 マーケティング

統括部長 兼 商品部長 

兼 品質管理室長 

上野 孝史 
執行役員 管理本部 副本部長 

兼 人事部長 
執行役員 管理本部 人事部長 

合志 健治 

執行役員 機工事業部 副事業部長 

兼 マーケティング統括部長 

兼 戦略企画部長 

執行役員 機工事業部 

マーケティング統括部 戦略企画部長 

吉村 泰典 執行役員 名古屋営業本部長 名古屋営業本部 副本部長 

渡辺 茂雄 
執行役員 東日本営業本部 副本部長 

兼 機工事業部 東日本統括長 
機工事業部 大阪第２営業部長 



廣利 健三 

執行役員 機工事業部 西日本統括長 

兼 大阪第１営業部長 

兼 大阪第２営業部長 

兼 大阪第３営業部長 

機工事業部 大阪第 1営業部長 

兼 大阪第３営業部長 

村田 孝男 

執行役員 国際事業本部 機械部長 

兼 二課長  

兼 YAMAZEN(KOREA)LIMITED 社長 

国際事業本部 機械部長 

兼 二課長  

兼 YAMAZEN(KOREA)LIMITED 社長 

鉛 克彦 
執行役員 機械事業部 西日本営業部長 

兼 中四国営業課長 

機械事業部 西日本営業部長 

兼 中四国営業課長 

村井 諭 執行役員 管理本部 東京管理部長 管理本部 東京管理部長 

鳥越 一彦 
執行役員 住建事業部 西日本統括長 

兼 関西営業部長 
住建事業部 中部営業部長 

Ⅲ．一般人事 

（4月 1日付） 

氏名 新職 前職 

清原 伸一 経営企画本部 経営企画部長 管理本部 国際管理部長 

尾崎 良寛 経営企画本部 広報・IR室長 管理本部 国際管理部 USA 管理課長 

渡邉 寛二 管理本部 国際管理部長 
管理本部 国際管理部 副部長 

兼 輸出管理課長 

樋口 朝彦 管理本部 関連事業管理部長 
管理本部 関連事業管理部 副部長 

兼 管理課長 

森本 眞佐雄 大阪営業本部 阪和支店長 大阪営業本部 阪和支店 副支店長 

山口 健二 東日本営業本部 千葉支店長 
機工事業部 名古屋第２営業部 

四日市支店 

千葉 靖博 東日本営業本部 西東京支店長 

東日本営業本部 静岡支店 副支店長 

兼 機工事業部 東京第１営業部 エリ

ア長 

藤城 達也 東日本営業本部 太田支店長 東日本営業本部 太田営業所長 

南村 哲寛 
名古屋営業本部 副本部長 

兼 機工事業部 名古屋第２営業部長 
機工事業部 名古屋第２営業部長 

服部 次郎 名古屋営業本部 小牧支店長 名古屋営業本部 小牧営業所長 

廣岡 雅人 
九州営業本部 副本部長 

兼 機工事業部 九州営業部長 
機工事業部 九州営業部長 

佐々木 宣治 九州営業本部 北九州支店長 広島営業本部 福山支店 副支店長 

瀧谷 吉行 

機械事業部 営業推進部長 

兼 品質管理室長 兼 業務部長 

兼 西日本営業部 業務課長 

機械事業部 業務部長 

兼 西日本営業部 業務課長 

森 元 
機工事業部 マーケティング統括部  

商品部長 兼 品質管理室長 

機工事業部 マーケティング統括部  

商品部 副部長 

久保 英輔 住建事業部 西日本統括 副統括長 住建事業部 関西営業部長 

小林 英治 住建事業部 山善ﾄﾚｰﾃﾞｲﾝｸﾞﾀｲ現法長 
住建事業部 山善（タイ）駐在員事務所 

長 



久保 広志 住建事業部 中部営業部長 
住建事業部 東京中央営業部 副部長 

兼 東京中央 CS センター 課長 

坂田 正則 
家庭機器事業部 営業推進部長 

兼 海外商品部 貿易業務課長 

経営企画本部 副部長 

兼 広報・IR室長 

武藤 佳哲 

家庭機器事業部 営業統括部 

関東営業三部長  

兼 札幌営業課長 

家庭機器事業部 営業統括部 

関東営業三部 副部長 

兼 札幌営業課長 

水町 彰 
家庭機器事業部 商品統括部 

商品１部長 

家庭機器事業部 営業統括部 

営業四部長 

宮崎 徹二 
家庭機器事業部 商品統括部 

商品３部長 

家庭機器事業部 商品統括部 

商品１部長 

麻岡 慶三 

国際事業本部 中国支社 支社長 

兼 深圳現法長 兼 香港現法長 

兼 山善（深圳）董事長 兼 総経理 

兼 山善（香港）社長 

国際事業本部 中国支社 深圳現法長 

兼 香港現法長 

兼 山善（深圳）董事長 兼 総経理 

兼 山善（香港）社長 

堂園 龍児 

国際事業本部 中国支社 副支社長 

兼 上海現法長 

兼 山善（上海）董事長 兼 総経理 

国際事業本部 中国支社 上海現法長 

兼 山善（上海）董事長 兼 総経理 

以上 


