
2012年2⽉28⽇

「組織改正」及び「⼈事異動」のお知らせ

当社は、平成24年2⽉28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しま

したので、お知らせ致します。

Ⅰ．組織改正（４⽉１⽇付）

今後の当社を取り巻く市場動向の変化を⾒据え、グループ経営の効率化と経営資源の最適配分を図り、コア事業

である⽊材建材事業及び住宅事業の収益⼒の向上と、「海外事業」、「リフォーム事業」の成⻑を加速させるた

め、�以下の組織改正を⾏う。

１．本社の組織改正

「秘書室」の新設

対外活動の増加に伴う秘書業務の強化のため、総務部内に「秘書室」を新設する。

２．⼭林環境本部の組織改正

環境ビジネス開発部・⼭林部の統合、「⼭林・環境部」の新設

⼭林環境本部内の「環境ビジネス開発部」及び「⼭林部」を統合し、「⼭林・環境部」を新設する。

３．⽊材建材事業本部の組織改正

国内及び海外において、各地域に応じた戦略を推進し、グローバルに⽊材・建材流通事業を展開するための体制

の整備を⾏う。

(1)「国内流通事業部」の新設

⽊材建材事業本部内に国内における⽊材・建材流通事業及び建材製造事業を統括する「国内流通事業部」を新

設し、その配下に「⽊材建材部」（「建材部」から名称変更）、「イノス営業部」（「イノス事業部」から名

称変更）、「開発営業部」及び同事業本部各⽀店を設置する。

(2)建材部の機能を⾒直し「⽊材建材部」へ名称変更

建材部の機能を⾒直し、国内流通事業部内の企画及び管理業務を担う「⽊材建材部」と名称変更する。

(3)イノス事業部を「イノス営業部」へ名称変更

イノス事業部を「イノス営業部」と名称変更する。

(4)⽊材部の機能を⾒直し「国際流通営業部」へ名称変更

⽊材部の機能を⾒直し、これまでの⽇本向け仕⼊機能に加え、海外事業本部の海外流通会社の所管を同部へ移

管するとともに、環太平洋地域における⽊材・建材流通事業の⼀元的戦略⽴案機能等を担う「国際流通営業

部」と名称変更する。

(5)北関東⽀店を廃⽌し東京営業部配下に移管

関東⼀円の広域市場を⼀元的に管理するため、北関東⽀店を東京営業部配下の⽀店とする。

４．海外事業本部の組織改正
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海外事業における新規事業開発を加速させると共に、きめ細かい事業管理を⾏うため、海外事業本部内の海外事

業部の機能を分割し、「海外資源・製造部」、「海外住宅・不動産部」を新設する。

５．住宅事業本部及び不動産事業本部の組織改正

⼾建注⽂住宅事業で培った技術⼒を始めとした事業ノウハウを⼾建分譲住宅事業等の不動産事業、⽊化事業*にお

ける⾮住居系⽊造建築事業、及びリフォーム事業等に活かし、これら事業の更なる伸張を図るため、住宅事業本

部及び不動産事業本部を発展的に統合・再編する。

＊⽊化事業（もっかじぎょう）� 「⽊造化・⽊質化を通じて、⽊材資源の⽤途拡⼤を図る当社グループにおける各事業」の総称。

(1)不動産事業本部を廃⽌し同本部内各組織の住宅事業本部への移管

不動産事業本部を廃⽌し、同本部内各組織を住宅事業本部へ移管する。

(2)住宅事業本部の組織改正

①住宅管理部の機能を⾒直し「住宅企画部」に名称変更

不動産事業本部業務推進部の⼀部機能を住宅事業本部住宅管理部へ移管し、「住宅企画部」と名称変更する。

②「注⽂住宅事業部」の新設

⼾建注⽂住宅事業及びアパート事業の営業全般を統括する「注⽂住宅事業部」を新設し、その配下に「営業推

進部」、「ﾌｫﾚｽﾄﾒｿﾞﾝ営業部」、新設する「商品開発部」及び住宅事業本部各⽀店を設置する。

③「商品開発部」の新設

営業推進部、技術部、資材物流部の⼀部機能を移管し、注⽂住宅事業部配下に、⼾建注⽂住宅事業及びアパー

ト事業の商品企画、商品開発、部材開発等を担う「商品開発部」を新設する。

④「ストック住宅事業部」の新設

リフォーム事業、中古住宅再販事業、賃貸管理事業、不動産仲介事業等のストック住宅事業の拡⼤を図るた

め、これら事業を統括する「ストック住宅事業部」を新設する。また、その配下に事業部内の戦略⽴案・事業

管理・営業推進機能を担う「業務推進部」、及び不動産事業本部アセットソリューション事業部の新築分譲マ

ンション事業を除く機能を引き継いだ「リノベーション営業部」を設置する。

⑤アセットソリューション事業部を「リノベーション営業部」に名称変更

不動産事業本部アセットソリューション事業部の事業内容を⾒直し、中古住宅再販事業の拡⼤に注⼒する「リ

ノベーション営業部」と名称変更する。

⑥まちづくり事業部を「まちづくり営業部」に名称変更

⼾建分譲住宅事業を中⼼とした不動産事業本部まちづくり事業部の機能に、分譲マンション事業を加え、新築

分譲住宅事業を⼀元化し、「まちづくり営業部」と名称変更する。

⑦⽊化推進室を住宅事業本部に移管する

⽊化事業の成⻑を加速させるため、社⻑直轄組織である「⽊化推進室」を住宅事業本部に移管する。

⑧住宅事業本部住宅⼈財開発部を「⼈財開発部」に名称変更

不動産事業本部の住宅事業本部への統合・再編に伴い、住宅⼈財開発部をストック住宅事業も含めた教育訓練

業務の実施を⾏う「⼈財開発部」と名称変更する。

⑨「海外事業⽀援室」の新設

海外住宅・不動産事業の展開を加速させるため、住宅事業本部内に海外住宅・不動産事業の業務⽀援及び技術

⽀援を担う「海外事業⽀援室」を新設する。

(3)不動産事業本部配下の組織の廃⽌

①アセットソリューション事業部�東京営業部及び⼤阪営業部の廃⽌

不動産事業本部アセットソリューション事業部の機能の⾒直しに伴い、同部配下の「東京営業部」及び「⼤阪

営業部」を廃⽌する。



６．⽣活サービス本部の新設

各種⽣活関連事業、⾼齢化社会関連事業などの周辺事業の活性化と積極化を図るため、新たな本部を設置する。

(1)⽣活サービス本部の新設

上記各事業を統括する「⽣活サービス本部」を新設する。

(2)「⽣活サービス推進部」の新設

⽣活サービス本部内に、事業開発及び管理業務を担う「⽣活サービス推進部」を新設する。

７．新機構図（4⽉1⽇付）

【⽊材建材事業本部・⽀店】



�

※平成24年4⽉1⽇より「北関東⽀店」を廃⽌し、東京営業部配下の⽀店とする。

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）����������＊下線部が変更部分

＜新＞ ＜旧＞ �

代表取締役

執⾏役員社⻑

（直轄：新事業戦略開発室・お客様相

談室）

代表取締役

執⾏役員社⻑

（直轄：新事業戦略開発室・⽊化推進

室・お客様相談室）

市川  晃

(ｲﾁｶﾜ� �ｱｷﾗ)

取締役

常務執⾏役員

経営企画・財務・情報システム・筑波

研究所 統轄

兼 総務・⼈事・コーポレート･コミ

ュニケーション・内部監査・知的財

産・環境経営推進 担当

兼 ⽣活サービス本部⻑ 兼 同本部

⽣活サービス推進部⻑ 委嘱

取締役

常務執⾏役員

経営企画・財務・情報システム 統轄

兼 総務・⼈事・コーポレート･コミ

ュニケーション・内部監査・知的財

産・環境経営推進・筑波研究所 担当

笹部  茂

(ｻｻﾍﾞ� �ｼｹﾞﾙ)

取締役

常務執⾏役員

住宅事業本部副本部⻑ 兼 同本部ス

トック住宅事業部⻑ 委嘱

取締役

常務執⾏役員

不動産事業本部⻑�委嘱

渡部  ⽇出雄

(ﾜﾀﾍﾞ� �ﾋﾃﾞｵ)

取締役

常務執⾏役員

住宅事業本部副本部⻑ 兼 同本部注

⽂住宅事業部⻑ 委嘱

取締役

常務執⾏役員

住宅事業本部副本部⻑（営業統括） 

委嘱

和⽥  賢

(ﾜﾀﾞ� �ｹﾝ)

常務執⾏役員

経営企画・財務・情報システム・筑波

研究所 担当

兼 経営企画部⻑ 委嘱

常務執⾏役員

経営企画・財務・情報システム 担当

兼 経営企画部⻑ 委嘱

福⽥  晃久

(ﾌｸﾀﾞ� �ｱｷﾋｻ)



常務執⾏役員

海外事業本部⻑�委嘱

常務執⾏役員

海外事業本部⻑

兼 同本部海外事業部⻑ 委嘱

光吉  敏郎

(ﾐﾂﾖｼ� �ﾄｼﾛｳ)

常務執⾏役員

住宅事業本部副本部⻑

（技術・⽣産統括・資材物流・品質保

証・安全環境・海外事業⽀援 統括）

委嘱

執⾏役員

住宅事業本部副本部⻑

（技術・⽣産統括・資材物流・品質保

証・安全環境 統括）委嘱

髙野  誠⼀

(ﾀｶﾉ�  ｾｲｲﾁ)

常務執⾏役員

⽊材建材事業本部副本部⻑ 兼 同本

部国内流通事業部⻑ 委嘱

執⾏役員

⽊材建材事業本部副本部⻑ 委嘱

梅⽊  孝範

(ｳﾒｷ�  ﾀｶﾉﾘ)

執⾏役員

住宅事業本部⽊化推進室⻑ 委嘱

執⾏役員

⽊化推進室⻑ 兼 住宅事業本部副本

部⻑

（特命事項(グループ内建築技術⽀援)

担当） 委嘱

三川  卓

(ﾐｶﾜ�  ﾀｶｼ)

執⾏役員

ホームエコ･ロジスティクス(株) 代

表取締役社⻑

執⾏役員

⽊材建材事業本部副本部⻑�兼 同本

部事業開発部⻑ 委嘱

兼 ホームエコ･ロジスティクス(株) 

代表取締役社⻑

坂   直

(ﾊﾞﾝ  �ﾀﾀﾞｼ)

執⾏役員

⼭林環境本部⻑ 兼 同本部⼭林･環

境部⻑ 委嘱

執⾏役員

⼭林環境本部⻑ 兼 同本部⼭林部⻑ 

委嘱

⽚岡  明⼈

(ｶﾀｵｶ  ｱｷﾄ)

２．役員の就任及び退任（６⽉２２⽇付）

【取締役】

6⽉22⽇開催予定の株主総会・取締役会の決議を経て決定する取締役及び代表取締役は従来と変更ありません。従

って次の通りとなる予定です。

＜参考＞ （取締役） � �

� ⽮野  ⿓ 取締役会⻑ （代表取締役）

� 市川  晃 取締役社⻑ （代表取締役）

� 上⼭  英之 取締役 （代表取締役）

� 早野  均 取締役 （代表取締役）

� 笹部  茂 取締役 �

� 渡部  ⽇出雄 取締役 �

� 和⽥  賢 取締役 �

【監査役】

［新］ ［旧］（４⽉１⽇時点） �

監査役 内部監査室 部⻑（特命担当）   ⽥中  秀和

(ﾀﾅｶ  �ﾋﾃﾞｶｽﾞ)

社外監査役 � 永⽥  信

(ﾅｶﾞﾀ  ｼﾝ)

社外監査役 � 平川  純⼦

(ﾋﾗｶﾜ  ｼﾞｭﾝｺ)

退任 監査役 ⽵野  諭

(ﾀｹﾉ  �ｻﾄﾙ)

退任 監査役 佐々⽊ 惠彦



(ｻｻｷ  �ｻﾄﾋｺ)

退任 監査役 三⽊  博

(ﾐｷ   ﾋﾛｼ)

※永⽥信⽒、平川純⼦⽒は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者です。

〈参考）上記就退任に伴い、６⽉２２⽇開催予定の株主総会終結時の監査役は次の通りとなります。

塩崎  繁

彦
(ｼｵｻﾞｷ ｼｹﾞﾋｺ) 常任監査役（常勤）

⽥中  秀

和
(ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ) 監査役（常勤）

寺本  哲 (ﾃﾗﾓﾄ ｻﾄｼ) 監査役（⾮常勤）

永⽥  信 (ﾅｶﾞﾀ ｼﾝ) 監査役（⾮常勤）

平川  純

⼦
(ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ) 監査役（⾮常勤）

３．執⾏役員・理事の異動（６⽉２２⽇付）����������＊下線部が変更部分

＜執⾏役員の就退任＞

［新］ ［旧］（４⽉１⽇時点） �

執⾏役員就任（理事退任）

総務部⻑ 委嘱

理事

総務部⻑

佐藤  建

(ｻﾄｳ  �ﾀﾂﾙ)

執⾏役員退任（理事就任）

住宅事業本部⽊化推進室⻑ 

執⾏役員

住宅事業本部⽊化推進室⻑ 委嘱

三川  卓

(ﾐｶﾜ�����ﾀｶｼ)

執⾏役員退任（理事就任）

ホームエコ･ロジスティクス(株) 代

表取締役社⻑

執⾏役員

ホームエコ･ロジスティクス(株) 代

表取締役社⻑

坂   直

(ﾊﾞﾝ  �ﾀﾀﾞｼ)

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

となる予定です。

（執⾏役員） � �

市川  晃 � 執⾏役員社⻑

上⼭  英之 � 執⾏役員副社⻑

早野  均 � 専務執⾏役員

笹部  茂 � 常務執⾏役員

渡部  ⽇出雄 � 常務執⾏役員

和⽥  賢 � 常務執⾏役員

福⽥  晃久 � 常務執⾏役員

光吉  敏郎 � 常務執⾏役員

髙野  誠⼀ � 常務執⾏役員

梅⽊  孝範 � 常務執⾏役員

安⽥  敏男 � 執⾏役員

⽚岡  明⼈ � 執⾏役員

髙桐  邦彦 � 執⾏役員

佐藤  建 � 執⾏役員

＜理事の就退任＞

〔就任〕 � 〔退任〕

三川  卓 � 倉光  ⼆朗

坂   直 � 篠森  真次

後呂  充 � 佐藤  建



＜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。

⼭本  泰之 (ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾕｷ) 住友林業ホームエンジニアリング(株) 代表取締役社⻑

三川  卓 (ﾐｶﾜ ﾀｶｼ) 住宅事業本部⽊化推進室⻑

坂   直 (ﾊﾞﾝ ﾀﾀﾞｼ) ホームエコ･ロジスティクス(株) 代表取締役社⻑

波多  健⼆ (ﾊﾀ ｹﾝｼﾞ) 住友林業レジデンシャル(株) 代表取締役社⻑

三根  正廣 (ﾐﾈ ﾏｻﾋﾛ) 情報システム部⻑

梅咲  直照 (ｳﾒｻｷ ﾅｵﾃﾙ) 筑波研究所⻑

須藤  圭⼀朗 (ｽﾄﾞｳ ｹｲｲﾁﾛｳ) ⽊材建材事業本部東京営業部⻑

渡邊  ⽂孝 (ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾀｶ) 住宅事業本部ストック住宅事業部リノベーション営業部⻑

津⽥  善正 (ﾂﾀﾞ ﾖｼﾏｻ) ⽊材建材事業本部営業管理部⻑

⽯⽥  謹吾 (ｲｼﾀﾞ ｷﾝｺﾞ) 住友林業ホームテック(株) 取締役常務執⾏役員

後呂  充 (ｳｼﾛ ﾐﾂﾙ） スミリンエンタープライズ(株) 代表取締役社⻑

４．部室⻑・⽀店⻑等の⼈事異動（４⽉１⽇付）

［新］ ［旧］ �

総務部⻑ ⼈事部⻑ 佐藤  建

(ｻﾄｳ�  ﾀﾂﾙ)

総務部秘書室⻑ 総務部 グループマネージャー 公⼭  宏

(ｺｳﾔﾏ� �ﾋﾛｼ)

⼈事部⻑ ⼈事部 グループマネージャー 川⽥  ⾠⼰

(ｶﾜﾀ�  �ﾀﾂﾐ)

内部監査室 部⻑ （特命担当） ⼭林環境本部環境ビジネス開発部⻑ ⽥中  秀和

(ﾀﾅｶ�  ﾋﾃﾞｶｽﾞ)

⽊材建材事業本部事業開発部⻑ ⽊材建材事業本部北海道⽀店⻑

兼 製品グループ 主席 兼 素材グ

ループ 主席

桧垣 ��隆久

(ﾋｶﾞｷ����ﾀｶﾋｻ)

⽊材建材事業本部国内流通事業部⽊材

建材部⻑

住宅事業本部資材物流部⻑ 牧野 ��郁雄

(ﾏｷﾉ�����ｲｸｵ)

⽊材建材事業本部国内流通事業部イノ

ス営業部⻑

⽊材建材事業本部建材部⻑

兼 ⽊材建材事業本部イノス事業部⻑

瀧 ����秀明

(ﾀｷ������ﾋﾃﾞｱｷ)

⽊材建材事業本部国内流通事業部開発

営業部⻑

(株)ニヘイ 代表取締役社⻑ ⽥伏 ��正幸

(ﾀﾌﾞｾ����ﾏｻﾕｷ)

⽊材建材事業本部国際流通営業部⻑ ⽊材建材事業本部開発営業部⻑ 佐藤 ��裕也

(ｻﾄｳ�����ﾋﾛﾔ)

⽊材建材事業本部国内流通事業部⼤阪

営業部⻑

⽊材建材事業本部四国⽀店⻑ ⾼⽥ ��弘樹

(ﾀｶﾀ�����ﾋﾛｷ)

⽊材建材事業本部国内流通事業部北海

道⽀店⻑

兼 製品グループ�主席 兼 素材グ

ループ�主席 

⽊材建材事業本部東京営業部製品グル

ープ�主席

伊藤 ��昌紀

(ｲﾄｳ�����ﾏｻﾉﾘ)

⽊材建材事業本部国内流通事業部四国

⽀店⻑

住友林業フォレストサービス(株)�取

締役

百瀬 ��春彦

(ﾓﾓｾ�����ﾊﾙﾋｺ)

⽊材建材事業本部国内流通事業部東京

営業部北関東⽀店⻑

Ｋ．Ｔ．Ｉ（PT.Kutai�Timber

Indonesia）取締役社⻑

⼤野  貴章

(ｵｵﾉ�����ﾀｶｱｷ)

海外事業本部海外資源・製造部⻑

兼 シアトル住友林業（Sumitomo

Forestry�Seattle,�Inc）取締役社⻑

オーストラリア住友林業

（Sumitomo�Forestry�Australia

Pty�Ltd.）

取締役社⻑

川村 ��篤

(ｶﾜﾑﾗ����ｱﾂｼ)



兼 SFC�Homes（SFC�Homes,

LLC）取締役社⻑

海外事業本部海外住宅・不動産部⻑ 住宅事業本部千葉⽀店⻑ 吉⽥ ��浩

(ﾖｼﾀﾞ����ﾋﾛｼ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部営業推進

部⻑

住宅事業本部横浜⽀店⻑ 兼 設計グ

ループ マネージャー

神⾕ ��豊

(ｶﾐﾔ�����ﾕﾀｶ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部商品開発

部⻑

住宅事業本部営業推進部 グループマ

ネージャー

落合 ��道則

(ｵﾁｱｲ����ﾐﾁﾉﾘ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部池袋⽀店

⻑

住宅事業本部宇都宮⽀店⻑ 松本 ��卓三

(ﾏﾂﾓﾄ����ﾀｸﾐ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部東京東⽀

店⻑

住宅事業本部福⼭⽀店⻑

兼 オーナーズサポートグループ グ

ループマネージャー

古市 ��⻫

(ﾌﾙｲﾁ����ﾋﾄｼ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部⽬⿊⽀店

⻑

住宅事業本部成⽥⽀店⻑ 七⾥ ��健太

(ｼﾁﾘ�����ｹﾝﾀ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部多摩⽀店

⻑

住宅事業本部岐⾩⽀店⻑ 安藤 ��⾼之

(ｱﾝﾄﾞｳ���ﾀｶﾕｷ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部横浜⽀店

⻑

住宅事業本部群⾺⽀店⻑ 櫻井 ��哲典

(ｻｸﾗｲ����ﾃﾂﾉﾘ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部湘南⽀店

⻑

住宅事業本部湘南⽀店営業グループ 

統括店⻑

永野 ��豊

(ﾅｶﾞﾉ����ﾕﾀｶ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部千葉⽀店

⻑

住宅事業本部柏⽀店⻑ 丸島 ��敏

(ﾏﾙｼﾏ����ｻﾄｼ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部柏⽀店⻑住宅事業本部⽬⿊⽀店⻑ 清本 ��豊

(ｷﾖﾓﾄ����ﾕﾀｶ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部成⽥⽀店

⻑

住宅事業本部福島⽀店福島営業所⻑ ⻄⼭ ��輝

(ﾆｼﾔﾏ����ｱｷﾗ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部群⾺⽀店

⻑

住宅事業本部⽔⼾⽀店⻑ ⿊坂 ��良⼀

(ｸﾛｻｶ����ﾘﾖｳｲﾁ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部宇都宮⽀

店⻑

住宅事業本部静岡東⽀店⻑

兼 設計グループ グループマネージ

ャー

滝川 ��将司郎

(ﾀｷｶﾞﾜ���ｼﾖｳｼﾞﾛｳ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部⽔⼾⽀店

⻑

住宅事業本部⼭形⽀店⻑

兼 総務グループ グループマネージ

ャー

兼 オーナーズサポートグループ グ

ループマネージャー 

⼭越 ��武雄

(ﾔﾏｺｼ����ﾀｹｵ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部新潟⽀店

⻑ 兼 ⻑岡営業所⻑

兼 オーナーズサポートグループ グ

ループマネージャー

住宅事業本部新潟⽀店 副⽀店⻑ 原 ����由起夫

(ﾊﾗ������ﾕｷｵ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部⼭形⽀店

⻑

兼 総務グループ グループマネージ

ャー

兼 オーナーズサポートグループ グ

ループマネージャー

住宅事業本部埼⽟東⽀店営業グループ 

統括店⻑

笠⽊ ��研⼆

(ｶｻｷﾞ����ｹﾝｼﾞ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部札幌⽀店

⻑

住宅事業本部新潟⽀店⻑ 兼 ⻑岡営

業所⻑

⼩林 ��清⼀郎

(ｺﾊﾞﾔｼ���ｾｲｲﾁﾛｳ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部京都⽀店住宅事業本部岡⼭⽀店⻑ 松下 ��周史



⻑ (ﾏﾂｼﾀ����ﾁｶｼ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部福⼭⽀店

⻑

住宅事業本部⼤阪南⽀店営業グループ 

統括店⻑

中⻄ ��亨

(ﾅｶﾆｼ����ﾄｵﾙ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部岡⼭⽀店

⻑

住宅事業本部東京東⽀店⻑ 内藤 ��智⼠

(ﾅｲﾄｳ����ｻﾄｼ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部静岡東⽀

店⻑

兼 総務グループ グループマネージ

ャー 

住宅事業本部多摩⽀店⻑ ⻑⾕川 秀樹

(ﾊｾｶﾞﾜ���ﾋﾃﾞｷ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部三重⽀店

⻑

住宅事業本部名古屋⽀店営業グループ 

統括店⻑

中江 ��⼀豊

(ﾅｶｴ�����ｶｽﾞﾄﾖ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部岐⾩⽀店

⻑

住宅事業本部富⼭⽀店⻑ 牧 ����康広

(ﾏｷ������ﾔｽﾋﾛ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部富⼭⽀店

⻑

住宅事業本部三重⽀店⻑ 中村 ��雅彦

(ﾅｶﾑﾗ����ﾏｻﾋｺ)

住宅事業本部ストック住宅事業部リノ

ベーション営業部⻑

兼 営業グループ グループマネージ

ャー

不動産事業本部アセットソリューショ

ン事業部⻑

兼 東京営業部⻑ 兼 営業グループ 

グループマネージャー

兼 第三営業所⻑ 兼 総務グループ 

グループマネージャー

兼 ⽊化推進室 グループマネージャ

ー

渡邊 ��⽂孝

(ﾜﾀﾅﾍﾞ���ﾌﾐﾀｶ)

住宅事業本部ストック住宅事業部リノ

ベーション営業部 部⻑

兼 営業グループ名古屋営業所⻑

不動産事業本部アセットソリューショ

ン事業部⼤阪営業部⻑

兼 営業グループ グループマネージ

ャー 兼 ⼤阪第⼀営業所⻑

兼 名古屋営業所⻑ 兼 総務グルー

プ グループマネージャー

熊⾕ ��明⼈

(ｸﾏｶﾞｲ���ｱｷﾄ)

住宅事業本部⽣産統括部⻑ 兼 海外

事業⽀援室⻑

住宅事業本部⽣産統括部⻑ ⼤⻄ ��義広

(ｵｵﾆｼ����ﾖｼﾋﾛ)

住宅事業本部資材物流部⻑ ⽊材建材事業本部北関東⽀店⻑ 兼 

製品グループ 主席

⽵内 ��信之

(ﾀｹｳﾁ����ﾉﾌﾞﾕｷ)

住宅事業本部品質保証部⻑ 住宅事業本部品質保証部 グループマ

ネージャー

⼤宮 ��聡

(ｵｵﾐﾔ����ｻﾄｼ)

スミリンビジネスサービス(株) 代表

取締役社⻑

住友林業ホームエンジニアリング(株) 

取締役

三好 ��敏之

(ﾐﾖｼ�����ﾄｼﾕｷ)

第⼀産商(株) 代表取締役社⻑ ⽊材建材事業本部東京営業部神奈川⽀

店⻑

皆越 ��徹

(ﾐﾅｺﾞｼ���ﾄｵﾙ)

(株)ニヘイ 代表取締役社⻑  ⽊材建材事業本部営業管理部 グルー

プマネージャー

富⼠ ��和⼈

(ﾌｼﾞ�����ｶｽﾞﾋﾄ)

オーストラリア住友林業

（Sumitomo�Forestry�Australia

Pty�Ltd.）

取締役社⻑

海外事業本部海外事業部 チームマネ

ージャー 

乾 ����憲司

(ｲﾇｲ�����ｹﾝｼﾞ)

住友林業（⼤連）商貿有限公司 総経

理

住友林業（⼤連）商貿有限公司 副総

経理

⽮嶋 ��宏紹

(ﾔｼﾞﾏ����ﾋﾛﾂｸﾞ)

Ｋ．Ｔ．Ｉ（PT.Kutai�Timber

Indonesia） 取締役社⻑

Ａ．Ｓ．Ｔ．Ｉ (PT.�AST

Indonesia) �取締役社⻑

川添 ��眞⼀

(ｶﾜｿﾞｴ���ｼﾝｲﾁ)

Ａ．Ｓ．Ｔ．Ｉ(PT.�AST�Indonesia)� 住友林業クレスト(株) 執⾏役員 堀⽥ ��⼀隆



取締役社⻑ (ﾎﾘﾀ�����ｶｽﾞﾀｶ)

⼤連ＩＴＳ（⼤連住林信息技術服務有

限公司） 総経理

住友林業（⼤連）商貿有限公司 部⻑

兼 ⼤連ＩＴＳ（⼤連住林信息技術服

務有限公司） 部⻑

⽔野 ��隆

(ﾐｽﾞﾉ����ﾀｶｼ)

パラゴン社（上海）（派爾剛⽊製品

（上海）有限公司） 総経理

⼤連ＩＴＳ（⼤連住林信息技術服務有

限公司） 総経理

柴⼭ ��⾼司

(ｼﾊﾞﾔﾏ���ﾀｶｼ)

住友林業ホームサービス(株) 代表取

締役社⻑

住友林業ホームサービス(株) 取締役

執⾏役員

間庭 ��和夫

(ﾏﾆﾜ�����ｶｽﾞｵ)

名管本庁舎ＰＦＩ(株) 代表取締役社

⻑

住宅事業本部名古屋⽀店 副⽀店⻑ ⼤港 ��光義

(ｵｵﾐﾅﾄ���ﾐﾂﾖｼ)

住友林業アーキテクノ(株) 代表取締

役社⻑

筑波研究所 グループマネージャー ⽻渕 ��⽂敏

(ﾊﾌﾞﾁ����ﾌﾐﾄｼ)

住友林業緑化(株) 代表取締役社⻑ 住宅事業本部営業推進部⻑ 徳永 ��完平

(ﾄｸﾅｶﾞ���ｶﾝﾍﾟｲ)

住友林業ホームエンジニアリング(株) 

代表取締役社⻑

住友林業緑化(株) 代表取締役社⻑ ⼭本 ��泰之

(ﾔﾏﾓﾄ����ﾔｽﾕｷ)

以上

≪お問い合わせ先≫

住友林業株式会社

コーポレート・コミュニケーション室 松家・佐藤

ＴＥＬ：０３－３２１４－２２７０

©SUMITOMO�FORESTRY�CO.,LTD.�ALL�RIGHTS�RESERVED.


