
2013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25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）

１．本社の組織改正

(1)「東北復興⽀援室」の設置

経営企画部内グループの「東北復興⽀援室」を同部から独⽴させ設置する。「東北復興⽀援室」は、被災地に

おける特別な活動を⾏う組織であることに鑑み、社⻑直轄組織とする。

(2)「働きかた⽀援室」の新設

⾼齢者雇⽤安定法、障害者雇⽤促進法等の法改正、育児者・傷病休業者等への対応を強化するために、社員の

働き⽅に関する総合窓⼝としての役割を担う「働きかた⽀援室」を⼈事部配下に新設する。

２．海外事業本部の組織改正

(1)「海外管理部」の新設

海外事業本部の管理⾯を強化するために、「海外管理部」を新設する。

３．住宅事業本部の組織改正

(1)「業務推進部」を廃⽌

住宅事業本部内の組織を合理化するため、「業務推進部」を廃⽌し、同部の分掌の内、ストック住宅事業部内

の戦略・管理・営業推進の機能を「住宅企画部」に移管し、商品の開発及び建築仕様の企画、⽴案に関する事

項を「リノベーション営業部」に移管する。

(2)「⽊化推進室」の名称変更

住宅事業本部内で⾮住宅建築分野での事業性を強化していくため、「⽊化推進室」の名称を「⽊化営業部」に

変更する。

(3)⽀店の改編

①仙台⽀店から盛岡営業所を、北陸⽀店から福井営業所を独⽴させ、それぞれ「盛岡⽀店」、「福井⽀店」を

新設する。

②「⽊更津⽀店」を廃⽌し、千葉⽀店配下の⽊更津営業所とする。同様に「北近畿⽀店」を廃⽌し、京都⽀店

配下の福知⼭営業所、「北九州⽀店」を廃⽌し、福岡⽀店配下の北九州営業所として再編する。

４．新機構図（4⽉1⽇付）

http://sfc.jp/


【住宅事業本部・⽀店】



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

執⾏役員社⻑

（直轄：新事業戦略開発室・東北復興

⽀援室・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・お客様相

談室）

市川  晃

(ｲﾁｶﾜ� �ｱｷﾗ)

代表取締役

執⾏役員副社⻑

復興⽀援・消費税対策・ＶＣ推進 担

当

代表取締役

執⾏役員副社⻑

⼭林環境本部・海外事業本部 統轄

兼 ⽊材建材事業本部⻑ 委嘱

上⼭  英之

(ｶﾐﾔﾏ� �ﾋﾃﾞﾕｷ)

取締役

常務執⾏役員

経営企画・総務・⼈事・財務・情報シ

取締役

常務執⾏役員

経営企画・財務・情報システム・筑波

笹部  茂

(ｻｻﾍﾞ� �ｼｹﾞﾙ)



ステム・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・⼭林環境本部・

⽊材建材事業本部・海外事業本部 統

轄

兼 ⽣活サービス本部⻑ 委嘱

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 委嘱

取締役

常務執⾏役員

住友林業レジデンシャル㈱ 代表取締

役社⻑

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

渡部  ⽇出雄

(ﾜﾀﾍﾞ� �ﾋﾃﾞｵ)

常務執⾏役員

⽊材建材事業本部⻑ 委嘱

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

梅⽊  孝範

(ｳﾒｷ�  ﾀｶﾉﾘ)

常務執⾏役員

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･環

境部⻑ 委嘱

⽚岡  明⼈

(ｶﾀｵｶ  ｱｷﾄ)

常務執⾏役員

住友林業ホームテック㈱ 代表取締役

社⻑

執⾏役員

住友林業ホームテック㈱ 代表取締役

社⻑

髙桐  邦彦

(ﾀｶｷﾞﾘ�ｸﾆﾋｺ)

常務執⾏役員

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

執⾏役員

総務部⻑ 委嘱

佐藤  建

(ｻﾄｳ�ﾀﾂﾙ)

執⾏役員

海外事業本部⽊質建材⽣産技術管理・

推進 担当

執⾏役員

住友林業クレスト㈱ 代表取締役社⻑

安⽥  敏男

(ﾔｽﾀﾞ�ﾄｼｵ)

２．役員の就任及び退任（６⽉２１⽇付）

＜取締役＞

［新］ ［旧］（４⽉１⽇時点） �

取締役 就任

常務執⾏役員

�

常務執⾏役員

佐藤  建

(ｻﾄｳ�ﾀﾂﾙ)

取締役 退任

常務執⾏役員

取締役

常務執⾏役員

渡部  ⽇出雄

(ﾜﾀﾍﾞ� �ﾋﾃﾞｵ)

＜参考＞  上記就退任に伴い、６⽉２１⽇開催予定の株主総会終結時の取締役は次の通りとなります。

� 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 �

� 和⽥  賢 取締役 �

� 佐藤  建 取締役 �

３．執⾏役員の就任及び退任

［新］ ［旧］（４⽉１⽇時点） �

常務執⾏役員

⼭林環境本部・⽊材建材事業本部・海

常務執⾏役員

経営企画・総務・⼈事・財務・情報シ

ステム・コーポレート･コミュニケー

笹部  茂

(ｻｻﾍﾞ�ｼｹﾞﾙ)



外事業本部 統轄

兼 ⽣活サービス本部⻑ 委嘱

ション・内部監査・知的財産・環境経

営推進・筑波研究所・⼭林環境本部・

⽊材建材事業本部・海外事業本部

統轄 兼 ⽣活サービス本部⻑ 委嘱

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�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

常務執⾏役員

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

佐藤  建

(ｻﾄｳ  �ﾀﾂﾙ)

執⾏役員 就任

住宅事業本部副本部⻑（まちづくり営

業・⽊化営業 統括）

兼 同本部ストック住宅事業部⻑ 委

嘱

住宅事業本部副本部⻑（まちづくり営

業・⽊化営業 統括）

兼 同本部ストック住宅事業部⻑

町野  良治

(ﾏﾁﾉ�ﾘｮｳｼﾞ)

執⾏役員 就任

住友林業クレスト㈱ 代表取締役社⻑

住友林業クレスト㈱ 代表取締役社⻑吉岡  義寛

(ﾖｼｵｶ�ﾖｼﾋﾛ)

執⾏役員 就任

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

⽊材建材事業本部副本部⻑ 兼 同本

部国内流通事業部⻑

⽥伏  正幸

(ﾀﾌﾞｾ�ﾏｻﾕｷ)

執⾏役員 就任

⽊材建材事業本部副本部⻑ 兼 海外

事業本部副本部⻑ 委嘱

兼 住友林業（上海）商貿有限公司

総経理

兼 ⾩新住林⽊業有限公司�総経理

⽊材建材事業本部副本部⻑ 兼 海外

事業本部副本部⻑

兼 住友林業（上海）商貿有限公司

総経理

兼 ⾩新住林⽊業有限公司�総経理

関本  暁

(ｾｷﾓﾄ�ｱｷﾗ)

執⾏役員 退任

海外事業本部⽊質建材⽣産技術管理・

推進 担当

執⾏役員

海外事業本部⽊質建材⽣産技術管理・

推進 担当

安⽥  敏男

(ﾔｽﾀﾞ�ﾄｼｵ)

＜参考＞  上記就退任に伴い、６⽉２１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

通りとなります。

（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

和⽥  賢 � 常務執⾏役員

佐藤  建 � 常務執⾏役員

渡部  ⽇出雄 � 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

⽚岡  明⼈ � 常務執⾏役員

髙桐  邦彦 � 常務執⾏役員

町野  良治 � 執⾏役員

吉岡  義寛 � 執⾏役員

⽥伏  正幸 � 執⾏役員

関本  暁 � 執⾏役員

４．理事の就任及び退任（６⽉２１⽇付）



＜理事の就退任＞

〔就任〕 � 〔退任〕

古⽥  光博 � 波多  健⼆

沼崎  秋⽣ � 三根  正廣

徳永  完平 � 梅咲  直照

川添  眞⼀ �

北村  聡⼀郎 �

＜参考＞

上記就退任に伴い、６⽉２１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) 筑波研究所⻑

坂   直 (ﾊﾞﾝ ﾀﾀﾞｼ) 情報システム部⻑

須藤  圭⼀朗 (ｽﾄﾞｳ ｹｲｲﾁﾛｳ) ⽊材建材事業本部国内流通事業部東京営業部⻑

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㈱ 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㈱ 代表取締役社⻑

古⽥  光博 (ﾌﾙﾀ ﾐﾂﾋﾛ） お客様相談室⻑

沼崎  秋⽣ (ﾇﾏｻﾞｷ ｱｷｵ） 住友林業ホームテック㈱ 取締役常務執⾏役員

徳永  完平 (ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾝﾍﾟｲ） 住友林業緑化㈱ 代表取締役社⻑

川添  眞⼀ (ｶﾜｿﾞｴ ｼﾝｲﾁ） Ｋ．Ｔ．Ｉ（PT.Kutai�Timber�Indonesia） 取締役社⻑

北村  聡⼀郎 (ｷﾀﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ） VECO(Ｖｉｎａ�Ｅｃｏ�Ｂｏａｒｄ�Co.,�Ltd.) 代表取締役社⻑

５．部室⻑・⽀店⻑等の⼈事異動（４⽉１⽇付）

［新］ ［旧］ �

東北復興⽀援室⻑

兼 住宅事業本部注⽂住宅事業部営業

推進部（仙台駐在） 部⻑

経営企画部東北復興⽀援室⻑

兼 住宅事業本部注⽂住宅事業部営業

推進部（仙台駐在） 部⻑

⼭⼝  達哉

(ﾔﾏｸﾞﾁ�ﾀﾂﾔ)

総務部⻑ 住友林業緑化㈱ 取締役常務執⾏役員⾦森  朗

(ｶﾅﾓﾘ�ｱｷﾗ)

⼈事部⻑

兼 ⼈事部働きかた⽀援室⻑

⼈事部⻑ 川⽥  ⾠⼰

(ｶﾜﾀ�ﾀﾂﾐ)

財務部⻑ 住友林業ホームテック㈱ 取締役常務

執⾏役員

清⽔  孝⼀

(ｼﾐｽﾞ�ｺｳｲﾁ)

情報システム部⻑ ホームエコ・ロジスティクス㈱ 代表

取締役社⻑

坂   直

(ﾊﾞﾝ�ﾀﾀﾞｼ)

環境経営推進室⻑ 住宅事業本部住宅企画部 グループマ

ネージャー

兼 監査役付 検査役

野際  みゆき

(ﾉｷﾞﾜ�ﾐﾕｷ)

筑波研究所⻑  住宅事業本部⽊化推進室⻑ 三川  卓

(ﾐｶﾜ�ﾀｶｼ)

⽊材建材事業本部副本部⻑

兼 海外事業本部副本部⻑

兼 住友林業（上海）商貿有限公司 

総経理

兼 ⾩新住林⽊業有限公司 総経理

住友林業（上海）商貿有限公司 総経

理

関本  暁

(ｾｷﾓﾄ� �ｱｷﾗ)

⽊材建材事業本部副本部⻑

兼 同本部国内流通事業部⻑

⽊材建材事業本部国内流通事業部開発

営業部⻑

⽥伏  正幸

(ﾀﾌﾞｾ  ﾏｻﾕｷ)



⽊材建材事業本部国内流通事業部開発

営業部⻑

⽊材建材事業本部国内流通事業部中国

⽀店⻑

⼩松  正明

(ｺﾏﾂ�ﾏｻｱｷ)

⽊材建材事業本部国内流通事業部中国

⽀店⻑

⽊材建材事業本部国内流通事業部東京

営業部静岡⽀店⻑

横澤  謙⼀郎

(ﾖｺｻﾞﾜ�ｹﾝｲﾁﾛｳ)

海外事業本部海外管理部⻑ 財務部⻑ 池澤  益彦

(ｲｹｻﾞﾜ�ﾏｽﾋｺ)

住宅事業本部副本部⻑（まちづくり営

業・⽊化営業 統括）

兼 同本部ストック住宅事業部⻑

住宅事業本部まちづくり営業部⻑ 町野  良治

(ﾏﾁﾉ�ﾘｮｳｼﾞ)

住宅事業本部まちづくり営業部⻑ 住宅事業本部まちづくり営業部 部⻑

兼 東⽇本事業所⻑

兼 経営企画部東北復興⽀援室 部⻑ 

⼤⽯  淳⼀

(ｵｵｲｼ�ｼﾞｭﾝｲﾁ)

住宅事業本部⽊化営業部⻑ 住友林業（上海）商貿有限公司 副総

経理

飯島  哲

(ｲｲｼﾞﾏ�ｻﾄｼ)

住宅事業本部⼈財開発部⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部東京⻄⽀

店⻑

井⼾  賢成

(ｲﾄﾞ�ﾏｻｱｷ)

住宅事業本部技術部⻑

兼 同本部海外事業⽀援室 部⻑

住宅事業本部技術部 グループマネー

ジャー

兼 海外事業⽀援室 マネージャー

⾼橋  郁郎

(ﾀｶﾊｼ�ｲｸﾛｳ)

住宅事業本部品質保証部⻑ 住宅事業本部品質保証部⻑

兼 コールセンター グループマネー

ジャー

⼤宮  聡

(ｵｵﾐﾔ�ｻﾄｼ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部東京⻄⽀

店⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部熊本⽀店

⻑

信⻑  隆幸

(ﾉﾌﾞﾅｶﾞ�ﾀｶﾕｷ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部東京南⽀

店⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部阪神⽀店

⻑

東本  衛

(ﾄｳﾓﾄ�ﾏﾓﾙ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部京葉⽀店

⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部⽊更津⽀

店⻑

兼 設計グループ グループマネージ

ャー

平松  健司

(ﾋﾗﾏﾂ�ｹﾝｼﾞ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部群⾺⽀店

⻑

兼 両⽑営業所⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部群⾺⽀店

⻑

⿊坂  良⼀

(ｸﾛｻｶ�ﾘｮｳｲﾁ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部信州⽀店

⻑ 

住宅事業本部注⽂住宅事業部三重中央

⽀店⻑

兼 設計グループ グループマネージ

ャー

⼤橋  正利

(ｵｵﾊｼ�ﾏｻﾄｼ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部盛岡⽀店

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

住宅事業本部注⽂住宅事業部仙台⽀店

盛岡営業所⻑

⽯原  雅⼈

(ｲｼﾊﾗ�ﾏｻﾄ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部札幌⽀店

⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部札幌⽀店

⻑

兼 総務グループ グループマネージ

ャー 

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⼤阪⽀店

⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部⼤阪⽀店

⻑

兼 ⼤阪東営業所⻑

川崎  誠

(ｶﾜｻｷ�ﾏｺﾄ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部奈良⽀店

⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部⾼松⽀店

⻑

真鍋  浩司

(ﾏﾅﾍﾞ�ｺｳｼﾞ)



住宅事業本部注⽂住宅事業部神⼾⽀店

⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部姫路⽀店

⻑

⾠⺒  良輔

(ﾀﾂﾐ�ﾘｮｳｽｹ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部阪神⽀店

⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部東京南⽀

店⻑

細⽥  譲⼆

(ﾎｿﾀﾞ�ｼﾞｮｳｼﾞ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部姫路⽀店

⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部北近畿⽀

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

古本  治

(ﾌﾙﾓﾄ�ｵｻﾑ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部松⼭⽀店

⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部神⼾⽀店

⻑

中澤  博明

(ﾅｶｻﾞﾜ�ﾋﾛｱｷ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部⾼松⽀店

⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部信州⽀店

⻑

⼩⽊曽 成作

(ｺｷﾞｿ�ｾｲｻｸ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部福岡⽀店

⻑

兼 北九州営業所⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部福岡⽀店

⻑

樋⼝  進

(ﾋｸﾞﾁ�ｽｽﾑ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部⻄九州⽀

店⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部岡崎⽀店

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

上   正明

(ｳｴ�ﾏｻｱｷ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部⼤分⽀店

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

住宅事業本部注⽂住宅事業部福岡⽀店 

副⽀店⻑

浅⽥  知昭

(ｱｻﾀﾞ�ﾄﾓｱｷ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部熊本⽀店

⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部⻄九州⽀

店⻑

坂井  孝

(ｻｶｲ�ﾀｶｼ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部⿅児島⽀

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

住宅事業本部注⽂住宅事業部⼤阪⽀店 

副⽀店⻑

古川  謙司

(ﾌﾙｶﾜ�ｹﾝｼﾞ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部名古屋⽀

店⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部⿅児島⽀

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

森   伸⼆

(ﾓﾘ�ｼﾝｼﾞ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部岡崎⽀店

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

住宅事業本部注⽂住宅事業部松⼭⽀店

⻑

兼 総務グループ グループマネージ

ャー

⼭⽥  昌義

(ﾔﾏﾀﾞ�ﾏｻﾖｼ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部静岡東⽀

店⻑

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

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中央

⽀店⻑

兼 総務グループ グループマネージ

ャー

住宅事業本部注⽂住宅事業部名古屋中

央⽀店名古屋南営業所⻑

⿊澤  洋平

(ｸﾛｻﾜ�ﾖｳﾍｲ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部北陸⽀店

⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部北陸⽀店

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

宮村  保徳

(ﾐﾔﾑﾗ�ﾔｽﾉﾘ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部福井⽀店住宅事業本部注⽂住宅事業部北陸⽀店向井  公喜



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 

福井営業所⻑ (ﾑｶｲ�ｺｳｷ)

スミリン農産⼯業㈱ 代表取締役社⻑環境経営推進室⻑ ⼩松  俊弘

(ｺﾏﾂ�ﾄｼﾋﾛ)

住友林業フォレストサービス㈱ 代表

取締役社⻑

住友林業フォレストサービス㈱ 専務

取締役

福元  和昭

(ﾌｸﾓﾄ�ｶｽﾞｱｷ)

住友林業クレスト㈱ 代表取締役社⻑ 住友林業クレスト㈱ 取締役常務執⾏

役員

吉岡  義寛

(ﾖｼｵｶ�ﾖｼﾋﾛ)

ホームエコ・ロジスティクス㈱ 代表

取締役社⻑

ホームエコ・ロジスティクス㈱ 部⻑

兼 ⽊材建材事業本部事業開発部 マ

ネージャー

萩平  潔

(ﾊｷﾞﾀﾞｲﾗ�ｷﾖｼ)

パラゴン社（上海）（派爾剛⽊製品

（上海）有限公司）総経理

兼 住友林業（上海）商貿有限公司 

副総経理

住友林業（上海）商貿有限公司 部⻑

兼 パラゴン社（上海）（派爾剛⽊製

品（上海）有限公司） 副総経理

熊⾕  淳⼀

(ｸﾏｶﾞｲ�ｼﾞｭﾝｲﾁ)

⼤連ＩＴＳ（⼤連住林信息技術服務有

限公司）総経理

兼 住友林業（⼤連）商貿有限公司 

総経理

⼤連ＩＴＳ（⼤連住林信息技術服務有

限公司）総経理

⽔野  隆

(ﾐｽﾞﾉ�ﾀｶｼ)

以上

《ニュースリリースに関するお問い合わせ先》

住友林業株式会社

コーポレート・コミュニケーション室

TEL�03-3214-2270
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