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Ⅰ．組織改正（4月1日付）

１．本社の組織改正

２．木材建材事業本部の組織改正

３．海外事業本部の組織改正

４．住宅事業本部の組織改正

2018年2月27日

当社は、2018年2月27日開催の取締役会において、以下のとおり、4月1日付組織改正および人事異動を決定
致しましたので、 お知らせします。

会 社 名 住 友 林 業 株 式 会 社

代表者名 代表取締役 社長 市川 晃
（コード番号 1911 東証第一部）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 大野 裕一郎
（TEL：03-3214-2270）

（１）「渉外室」の独立

渉外業務の特殊性・独立性等に鑑み、コーポレート・コミュニケーション部から独立させ「渉外室」とする。

（２）「東北復興支援室」の廃止

2012年2月に「東北復興支援室」を設置して以降、自治体からの情報収集・分析や災害公営住宅等の施工など、

被災地の復興に注力してきた。復興支援部署として一定の役割を果たしたため廃止とするが、災害公営住宅の

アフターメンテナンス等を含めた同室の機能は、住宅・建築事業本部仙台支店が引き継ぐ。

（１）「木構造推進室」の新設

木材建材部の配下に「木構造推進室」を新設し、従来の資材販売（構造材・外壁材・屋根材等）のみならず、

資材販売と工事を一体で受注することで、より付加価値の高い機能を提案できる体制を構築する。

（２）「海外製造部」の移管及び名称変更

市場競争力の高い商品を供給し、製造及び流通事業の収益拡大を図るべく、海外事業本部海外製造部を木材

建材事業本部に移管し、製造販売及び国内外の製造事業を一体化する。これに伴い、海外製造部の名称を

「製造部」に変更する。

（１）「住宅事業本部」の名称変更

非住宅分野の事業拡大を推進するべく、本部の名称を「住宅・建築事業本部」に変更する。

（２）「市場開発部」の新設

賃貸住宅の拡大、法人に対するビジネスの推進、不動産の買取再販事業を含めた不動産関連事業等、法人顧客

への営業強化を図るべく「市場開発部」を新設する。これに伴い「フォレストメゾン営業部」及び「リノベーション営業部」

を廃止。両部の業務分掌は「市場開発部」に移管する。

（１）「海外事業本部」及び「海外住宅・不動産部」の名称変更

海外製造部を木材建材事業本部に移管することに伴い、本部の名称を「海外住宅・不動産事業本部」に変更する

ほか、海外住宅・不動産部の名称を「海外事業推進部」に変更する。
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（３）「支社」の新設

賃貸住宅、非住宅の小規模建築物及び建売分譲住宅の事業拡大を図るべく、住宅・建築事業本部配下に「支社」

を新設。東京エリアに「東京支社」、関西エリアに「関西支社」、東海エリアに「東海支社」を設置する。

「支社」には、賃貸住宅や非住宅の小規模建築物の受注・設計・施工をそれぞれ行う営業・設計・生産グループ、

これらの総務業務及び担当するエリア支店の業績管理を担う総務グループを設置するほか、支店が分譲住宅を販売

する際に支援等を行う「分譲住宅部」を設置する。

（４）「まちづくり営業部」・「木化営業部」・「資材物流部」の名称変更

①従来の戸建分譲プロジェクトの推進及び注文住宅用地の本部管理機能に加えて、支社・支店の建売分譲住宅の

販売を推進するべく、まちづくり営業部の名称を「まちづくり推進部」に変更する。

②中・大規模建築物の受注拡大、支社・支店における非住宅小規模建築物の受注・施工の支援を推進するべく、

木化営業部の名称を「木化推進部」に変更する。

③業務の効率化を一層推進するべく、技術商品開発部の生産技術開発に関する機能を資材物流部に移管。また

同部の名称を「資材開発部」に変更する。資材開発部は、プレカット等の現場施工の削減や物流を含めた資材

調達の最適化、現場の生産合理化を含めた生産技術開発を推進する。

（５）「品質保証部」及び「安全環境室」の再編

「安全環境室」の業務と「品質保証部」の検査機能を統合・再編。工事の品質検査と工事現場の安全衛生管理に

おけるリスク管理業務を集約し、品質保証部の配下に「安全環境・検査室」を設置する。

（６）「生産部」の廃止

支店が一貫して生産業務を管理する体制が定着したことから「生産部」を廃止する。生産部の業務管理機能は生

産統括部が担い、各支社に生産統括部の駐在を置く。
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５．新機構図（4月1日付）
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Ⅱ．人事異動（4月1日付）

１．役員の担当、委嘱業務等の異動（4月1日付）
［新］ ［旧］

代表取締役 代表取締役 ｻｻﾍﾞ　ｼｹﾞﾙ

執行役員副社長 執行役員副社長 　 笹部　　茂

資源環境本部　統轄　兼　海外住宅・不動産事業本部長　委嘱 海外事業本部長　委嘱

代表取締役 取締役 ｻﾄｳ　ﾀﾂﾙ

執行役員副社長 専務執行役員 佐藤　　建

経営企画・財務・コーポレート・コミュニケーション・ＣＳＲ推進　統轄 経営企画・財務　統轄　兼　総務・人事・情報システム

兼　総務・人事・情報システム・知的財産・内部監査・筑波研究所　担当 ・知的財産・内部監査・筑波研究所　担当

取締役 取締役 ﾜﾀﾞ  ｹﾝ

専務執行役員 専務執行役員 和田　　賢

生活サービス本部　統轄　兼　ＴＯＰ２０２０推進・秘書・渉外　担当　　 資源環境本部・生活サービス本部　統轄　兼　ＴＯＰ２０２０推進　担当

取締役 取締役 ﾐﾂﾖｼ　ﾄｼﾛｳ

専務執行役員 常務執行役員 光吉　　敏郎

東北復興支援　担当　兼　住宅・建築事業本部長　委嘱 東北復興支援　担当　兼　住宅事業本部長　委嘱

取締役 代表取締役 ﾊﾔﾉ　ﾋﾄｼ

執行役員 執行役員副社長 早野　　均

内部監査　統轄 秘書・コーポレート･コミュニケーション・CSR推進　担当

ｶﾜﾀ　ﾀﾂﾐ

常務執行役員 常務執行役員 川田　　辰己

経営企画・財務・コーポレート・コミュニケーション・ＣＳＲ推進　担当 経営企画・財務　担当　兼　経営企画部長　委嘱

常務執行役員 執行役員 ﾋｶﾞｷ　ﾀｶﾋｻ

生活サービス本部長　委嘱 生活サービス本部長　委嘱 桧垣　　隆久

執行役員 執行役員 ﾇﾏｻﾞｷ　ｱｷｵ

住宅・建築事業本部副本部長 住友林業ホームテック㈱　取締役専務執行役員 沼崎　　秋生

（資材開発・生産統括・品質保証　統括）　委嘱

執行役員 執行役員 ｷﾀﾑﾗ  ｿｳｲﾁﾛｳ

内部監査担当役員付（製造監査担当） 海外事業本部副本部長　兼　同本部海外製造部長　委嘱 北村　  聡一郎

２．役員の担当、委嘱業務等の異動（6月22日付）
［新］ ［旧］

代表取締役 代表取締役 ｻﾄｳ　ﾀﾂﾙ

執行役員副社長 執行役員副社長 佐藤　　建

総務・人事・情報システム・知的財産・内部監査・筑波研究所　担当 経営企画・財務・コーポレート・コミュニケーション・ＣＳＲ推進　統轄

兼　総務・人事・情報システム・知的財産・内部監査・筑波研究所　担当

３．役員の就任及び退任（6月22日付）
［新］ ［旧］（4月1日時点）

取締役　就任 ｶﾜﾀ　ﾀﾂﾐ

常務執行役員 常務執行役員 川田　　辰己

経営企画・財務・コーポレート・コミュニケーション・ＣＳＲ推進　担当 経営企画・財務・コーポレート・コミュニケーション・ＣＳＲ推進　担当

執行役員　就任 理事 ﾀｶﾊｼ ｲｸﾛｳ

住宅・建築事業本部副本部長 住宅・建築事業本部副本部長 髙橋　  郁郎

（人財開発・市場開発・技術商品開発・設計推進　統括） （人財開発・市場開発・技術商品開発・設計推進　統括）

兼　同本部営業推進部長　委嘱 兼　同本部営業推進部長

執行役員　就任 ﾎﾘﾀ ｶｽﾞﾀｶ

木材建材事業本部副本部長　兼　同本部製造部長　委嘱 木材建材事業本部副本部長　兼　同本部製造部長 堀田　　一隆

取締役 ﾊﾔﾉ　ﾋﾄｼ

取締役・執行役員　退任 執行役員 早野　　均

常任監査役 就任 内部監査　統轄

執行役員　退任 執行役員 ｷﾀﾑﾗ  ｿｳｲﾁﾛｳ

内部監査担当役員付（製造監査担当） 内部監査担当役員付（製造監査担当） 北村　  聡一郎
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＜参考＞ 上記就退任に伴い、6月22日開催予定の定時株主総会・取締役会の決議を経て決定する取締役は次の通りとなります。

矢野　　龍 (ﾔﾉ　ﾘｭｳ) 取締役会長（代表取締役）

市川　　晃 (ｲﾁｶﾜ　ｱｷﾗ) 取締役社長（代表取締役）

笹部　  茂 (ｻｻﾍﾞ　ｼｹﾞﾙ) 取締役（代表取締役）

佐藤　　建 (ｻﾄｳ　ﾀﾂﾙ) 取締役（代表取締役）

和田　　賢 (ﾜﾀﾞ　ｹﾝ) 取締役

光吉　　敏郎 (ﾐﾂﾖｼ　ﾄｼﾛｳ) 取締役

福田　　晃久 (ﾌｸﾀﾞ　ｱｷﾋｻ) 取締役

川田　　辰己 (ｶﾜﾀ　ﾀﾂﾐ) 取締役

平川　　純子 (ﾋﾗｶﾜ　ｼﾞｭﾝｺ) 取締役（非常勤　社外取締役）

山下　　泉 (ﾔﾏｼﾀ　ｲｽﾞﾐ) 取締役（非常勤　社外取締役）

＜参考＞ 上記就退任に伴い、6月22日開催予定の定時株主総会・取締役会の決議を経て決定する執行役員は次の通りとなります。

市川　　晃 執行役員社長

笹部　  茂 執行役員副社長

佐藤　　建 執行役員副社長

和田　　賢 専務執行役員

光吉　　敏郎 専務執行役員

福田　　晃久 常務執行役員

川田　　辰己 常務執行役員

髙桐　　邦彦 常務執行役員

関本　　暁 常務執行役員

徳永　　完平 常務執行役員

川村　　篤 常務執行役員

桧垣　　隆久 常務執行役員

町野　　良治 執行役員

田伏　　正幸 執行役員

沼崎　　秋生 執行役員

片山　  信幸 執行役員

西周　  純子 執行役員

清水　　孝一 執行役員

髙橋　  郁郎 執行役員

堀田　　一隆 執行役員

４．監査役の就任及び退任（6月22日付）
［新］ ［旧］（４月１日時点）

取締役 ﾊﾔﾉ　ﾋﾄｼ

監査役　就任 （常任監査役） 執行役員 早野　　均

内部監査　統轄

ﾃﾂ ﾖｼﾏｻ

監査役　就任 （非常勤　社外監査役） 鐵　　　義正

ﾏﾂｵ ﾏｺﾄ

監査役　就任 （非常勤　社外監査役） 松尾　　眞

ﾀﾅｶ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ

監査役　退任　内部監査担当役員付（海外監査担当）　就任 監査役 田中　　秀和

ﾃﾗﾓﾄ　ｻﾄｼ

監査役　退任 監査役 （非常勤　社外監査役） 寺本　　哲

ｸﾗｻｶ　ｶﾂﾋﾃﾞ

監査役　退任　特命顧問（製造技術担当）　就任 監査役 （非常勤　社外監査役） 倉阪　　克秀

＜参考＞ 上記就退任に伴い、6月22日開催予定の定時株主総会終結時の監査役は以下の通りとなります。

早野　　均 (ﾊﾔﾉ　ﾋﾄｼ) 常任監査役

東井　　憲彰 (ﾄｳｲ ﾉﾘｱｷ) 監査役

皆川　　芳嗣 (ﾐﾅｶﾞﾜ　ﾖｼﾂｸﾞ) 監査役（非常勤　社外監査役）

鐵　　　義正 (ﾃﾂ ﾖｼﾏｻ) 監査役（非常勤　社外監査役）

松尾　　眞 (ﾏﾂｵ ﾏｺﾄ) 監査役（非常勤　社外監査役）

５．理事の就任及び退任（6月22日付）

[就任予定者]

ｶﾅﾓﾘ ｱｷﾗ

金森　　朗 住友林業情報システム㈱　代表取締役社長

ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ

岡田　　尊志 木材建材事業本部木材建材部長

[退任予定者]

ﾅｶｻﾞﾜ　ﾄｼｶﾂ

中澤　  俊勝 ㈱フィルケア　代表取締役会長

ﾀｶﾊｼ　ｲｸﾛｳ

髙橋　  郁郎 住宅・建築事業本部副本部長（人財開発・市場開発・技術商品開発・設計推進　統括）　兼　同本部営業推進部長

ﾑﾄｳ　ｴｲﾀ

武藤　  英太 人事部スミリンビジネスカレッジ　部長（海外人財教育担当）
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＜参考＞ 上記就退任に伴い、６月２２日付の理事予定者は次の通りとなります。

＊子会社人事は各社の株主総会後の予定です。

後呂　　充 (ｳｼﾛ　ﾐﾂﾙ） スミリンエンタープライズ㈱　代表取締役社長

飯島　  哲 (ｲｲｼﾞﾏ　ｻﾄｼ) 海外住宅・不動産事業本部　技師長

島原　  卓視 (ｼﾏﾊﾗ　ﾀｸﾐ) 住友林業アーキテクノ㈱　代表取締役社長

神谷　  豊 (ｶﾐﾔ　ﾕﾀｶ) 住友林業緑化㈱　代表取締役社長

羽渕　  文敏 (ﾊﾌﾞﾁ　ﾌﾐﾄｼ) 住宅・建築事業本部木化推進部長　

小松　  正明 (ｺﾏﾂ　ﾏｻｱｷ) 木材建材事業本部開発営業部長

樋口　　進 (ﾋｸﾞﾁ　ｽｽﾑ) 住友林業建築技術専門校　校長

加藤　　常孝 (ｶﾄｳ　ﾂﾈﾀｶ) 住宅・建築事業本部建築デザイン室長

中嶋　　一郎 (ﾅｶｼﾞﾏ　ｲﾁﾛｳ) 筑波研究所長

間庭　　和夫　 (ﾏﾆﾜ　ｶｽﾞｵ) ㈱フィルケア　代表取締役社長

金森　　朗 (ｶﾅﾓﾘ ｱｷﾗ) 住友林業情報システム㈱　代表取締役社長

岡田　　尊志 (ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ) 木材建材事業本部木材建材部長

６．部室長・支店長等の人事異動（4月1日付）

［新］ ［旧］

理事 理事 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼｶﾂ

㈱フィルケア　代表取締役会長 ㈱フィルケア　代表取締役社長 中澤　俊勝

理事 理事 ﾑﾄｳ ｴｲﾀ

人事部スミリンビジネスカレッジ　部長　（海外人財教育担当） 人事部スミリンビジネスカレッジ　校長 武藤　英太

理事 理事 ﾋｸﾞﾁ ｽｽﾑ

住友林業建築技術専門校　校長 住宅事業本部副本部長（生産統括・安全環境　統括）　 樋口　進

兼　同本部品質保証部長

理事 理事 ﾏﾆﾜ ｶｽﾞｵ

㈱フィルケア　代表取締役社長 住友林業ホームサービス㈱　代表取締役社長 間庭　和夫

ｼﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾕｷ

新事業戦略開発室長 新事業戦略開発室　グループマネージャー 新堂　康之

ﾅｶﾞｴ ﾂﾖｼ

経営企画部長 新事業戦略開発室長 永江　剛史

ﾑﾗｵｶ ﾃﾙｷ

渉外室長　　 コーポレート・コミュニケーション部渉外室　部長 村岡　照生

ﾋｻﾀﾞ ﾀｹｼ

人事部スミリンビジネスカレッジ　校長　 人事部　グループマネージャー 久田　剛史

兼　人事部　グループマネージャー　

ﾎﾘﾀ ｶｽﾞﾀｶ

木材建材事業本部副本部長　兼　同本部製造部長　　 PT. AST Indonesia （AST）　代表取締役社長 堀田　一隆

ｵﾊﾞﾀ ﾅｵﾋｺ

木材建材事業本部営業管理部長　兼　木材建材部　部長　　 木材建材事業本部営業管理部長 小畑　直彦

ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ

木材建材事業本部木材建材部長　　 木材建材事業本部中部営業部長 岡田　尊志

ﾀｷ ﾋﾃﾞｱｷ

木材建材事業本部イノス営業部長　兼　木材建材部木構造推進室長　 木材建材事業本部東京営業部長　兼　東関東支店長 瀧　秀明

ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ

木材建材事業本部東京営業部長　　 木材建材事業本部木材建材部長　 田中　耕治

兼　スミリンサッシセンター㈱　代表取締役社長

ﾅｶﾞﾉ ﾖﾘﾁｶ

木材建材事業本部中部営業部長　　 木材建材事業本部四国支店長 長野　頼親

ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾔ

木材建材事業本部東北支店長　　 木材建材事業本部東北支店建材・パネルグループ　主席 高橋　信也

ｽﾜﾍﾞ ﾏｻｷ

木材建材事業本部四国支店長　　 住宅事業本部資材物流部　グループマネージャー 諏訪部　正樹

ﾏﾙｼﾏ ｻﾄｼ

住宅・建築事業本部人財開発部長　兼　営業推進部　部長　　 住宅事業本部人財開発部長 丸島　敏

ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ

住宅・建築事業本部市場開発部長　 住宅事業本部リノベーション営業部長 中村　俊裕
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ｲｼﾉ ﾂﾄﾑ

住宅・建築事業本部市場開発部　部長　 住宅事業本部フォレストメゾン営業部長 石野　勉

ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｷ

住宅・建築事業本部生産統括部長　　　　 住友林業ホームエンジニアリング㈱　代表取締役社長 西原　宏樹

ﾏﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ

住宅・建築事業本部資材開発部長　 住宅事業本部生産統括部長 真鍋　浩司

ﾔｷﾞ ﾖｳｲﾁ

住宅・建築事業本部品質保証部長　兼　監査役付　検査役　 住宅事業本部品質保証部　グループマネージャー　 八木　洋一

兼　監査役付　検査役

ﾓﾘ ｼﾖｳｼﾞ

住宅・建築事業本部品質保証部安全環境・検査室長　　 住宅事業本部安全環境室長 森　祥司

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ

住宅・建築事業本部東京支社長　　 木材建材事業本部イノス営業部長 吉田　浩

ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾂｸﾞ

住宅・建築事業本部関西支社長　　 住宅事業本部大阪支店長 大西　宏嗣

ﾂﾙｲ ﾘｻﾌﾞﾛｳ

住宅・建築事業本部東海支社長　兼　東海支社分譲住宅部長　 住宅事業本部横浜支店長 鶴井　利三郎

ｲｼｶﾜ ﾃﾂｿﾞｳ

住宅・建築事業本部東京西支店長　　 住宅事業本部静岡東支店長　 石川　哲造

ｳｴ ﾏｻｱｷ

住宅・建築事業本部横浜支店長　　 住宅事業本部福岡支店長 上　正明

ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ

住宅・建築事業本部横浜北支店長　　 住宅事業本部横浜支店生産グループ　 斎藤　治

グループマネージャー

ｵｲｶﾜ ﾀﾂﾔ

住宅・建築事業本部柏支店長　　 住宅事業本部千葉支店木更津営業所長 老川　達也

ｸﾛｻｶ ﾘﾖｳｲﾁ

住宅・建築事業本部埼玉支店長　　 住宅事業本部福島支店長　 黒坂　良一

ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾄ

住宅・建築事業本部埼玉西支店長　 住宅事業本部横浜北支店長 石原　雅人

ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾗ

住宅・建築事業本部盛岡支店長 住宅事業本部柏支店長 西山　輝

ｸﾏﾀﾞ ﾉﾘｵ

住宅・建築事業本部山形支店長　兼　庄内営業所長 住宅事業本部埼玉西支店長　 熊田　則夫

ｽｹﾞﾉ ﾄｼﾋｺ

住宅・建築事業本部福島支店長　 住宅事業本部山形支店長　兼　庄内営業所長 菅野　敏彦

ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

住宅・建築事業本部大阪支店長　　 住宅事業本部東京西支店長 齊藤　博高

ﾄｼﾛ ｲｻｵ

住宅・建築事業本部福山支店長　 住宅事業本部山口支店長　 戸城　功雄

ﾊﾗ ﾖｳｼﾞ

住宅・建築事業本部山口支店長　 住宅事業本部静岡支店長 原　洋二

ｱｻﾀﾞ ﾄﾓｱｷ

住宅・建築事業本部福岡支店長　　 住宅事業本部西九州支店長　兼　長崎営業所長　 浅田　知昭

ﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ

住宅・建築事業本部西九州支店長　　 住宅事業本部大分支店長　 森　健太郎

ｱｵﾔﾏ ﾅｵﾐﾂ

住宅・建築事業本部大分支店長　　 住宅事業本部神戸支店阪神営業所長 青山　直充

ﾅｶｴ ｶｽﾞﾄﾖ

住宅・建築事業本部名古屋支店長　　 住宅事業本部名古屋中央支店長 中江　一豊

ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

住宅・建築事業本部名古屋中央支店長　　 住宅事業本部富山支店長 川口　寛
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ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ

住宅・建築事業本部静岡支店長　 住宅事業本部名古屋支店名古屋西営業所長 西村　敏宏

ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

住宅・建築事業本部静岡東支店長　 住宅事業本部横浜支店横浜中央営業所長 前田　和秀

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ

住宅・建築事業本部北陸支店長　　 住宅事業本部名古屋支店長 安藤　高之

ﾏｷ ﾔｽﾋﾛ

住宅・建築事業本部富山支店長　　 住宅事業本部北陸支店長 牧　康広

ﾆｼﾀﾞ ｼﾖｳｼﾞﾛｳ

生活サービス本部生活サービス推進部長　 生活サービス本部生活サービス推進部長 西田　正次郎

兼　河之北開発㈱　代表取締役社長

ﾐﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ

スミリンウッドピース㈱　代表取締役社長 住宅事業本部営業推進部（大阪駐在）　グループマネージャー 峰元　博史

ｶﾅﾓﾘ ｱｷﾗ

住友林業情報システム㈱　代表取締役社長 住友林業情報システム㈱　常任監査役　兼　内部監査室付 金森　朗

ﾀｶﾀﾞ ｾｲﾛｳ

紋別バイオマス発電㈱　代表取締役社長　 紋別バイオマス発電㈱　代表取締役社長 高田　晴郎

兼　オホーツクバイオエナジー㈱　代表取締役社長　

ﾊﾂﾀ ｹﾝｼﾞ

みちのくバイオエナジー㈱　代表取締役社長 木材建材事業本部東北支店長 八田　堅嗣

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｼｵ

スミリンサッシセンター㈱　代表取締役社長 スミリンサッシセンター㈱　代表取締役専務 富永　好郎

ﾐﾅｺﾞｼ ﾄｵﾙ

㈱住協　代表取締役社長　 木材建材事業本部九州支店建材・パネルグループ　主席 皆越　徹

ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾛｳ

大連住林信息技術服務有限公司　総経理　 住友林業ホームテック㈱　営業推進部長 橋爪　史朗

兼　パラゴン木製品（上海）有限公司　総経理　　　　

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ

PT. AST Indonesia （AST）　取締役社長 海外事業本部海外製造部　グループマネージャー 宮崎　宏征

ｻｸﾗｲ ｷﾖｼ

住友林業ホームサービス㈱　代表取締役社長 住宅事業本部埼玉支店長 櫻井　清史

ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾊﾙ

住友林業ホームエンジニアリング㈱　代表取締役社長 住友林業ホームエンジニアリング㈱　取締役常務執行役員 高橋　利治

　 　　　　以　上
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