
2014年2⽉26⽇

「組織改正」及び「⼈事異動」に関するお知らせ

当社は、2014年2⽉26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．⼭林環境本部の組織改正

(1)「⼭林・環境部」の分割

「⼭林・環境部」は昨年4⽉に環境エネルギーグループを設置し発電事業の推進を強化しており、事業推進及び

管理⾯を強化すべく、「⼭林・環境部」の機能を分割する。具体的には、⼭林経営及び林業企画等を分掌する

「⼭林部」と、発電事業、�ＣＤＭ事業等を⾏う環境ビジネス及び環境関連商品等の販売を分掌する「環境・エ

ネルギー部」を新設する。

＊CDM�:�Clean�Development�Mechanism（クリーン開発メカニズム）

先進国が開発途上国において技術・資⾦等の⽀援を⾏い、温室効果ガス排出量の削減、または吸収量を増加す

る事業を実施した結果、削減できた排出量の⼀定量を先進国の温室効果ガス排出量の削減分の⼀部に充当する

ことができる制度

２．住宅事業本部の組織改正

(1)⽀店の改編

①「京葉⽀店」を廃⽌し、千葉⽀店の営業所とする。

②「三重中央⽀店」を廃⽌し、三重⽀店の営業所とする。

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）

＜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・東北復興⽀

援室・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

ＶＣ推進・ＴＯＰ２０２０推進・グル－

プＩＴ戦略推進 担当

兼 ⽣活サ－ビス本部⻑ 兼 ⼭林環境

本部⻑ 委嘱

代表取締役

専務執⾏役員

住宅事業本部⻑ 委嘱

早野  均

(ﾊﾔﾉ  ﾋﾄｼ)

取締役

専務執⾏役員

⽊材建材事業本部 統轄 兼 海外事業

本部⻑ 委嘱

取締役

常務執⾏役員

⼭林環境本部・⽊材建材事業本部・海外

笹部  茂

(ｻｻﾍﾞ� �ｼｹﾞﾙ)

http://sfc.jp/


事業本部 統轄

兼 ⽣活サービス本部⻑ 委嘱

取締役

専務執⾏役員

住宅事業本部⻑ 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 兼 同本部注⽂

住宅事業部⻑ 委嘱

和⽥  賢

(ﾜﾀﾞ  �ｹﾝ)

取締役

執⾏役員

内部監査 統轄

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

上⼭  英之

(ｶﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ)

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

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

福⽥  晃久

(ﾌｸﾀﾞ  ｱｷﾋｻ)

常務執⾏役員

東北復興⽀援 担当 兼 住宅事業本部

副本部⻑（事業推進 担当

兼 海外事業⽀援 統括） 委嘱

常務執⾏役員

海外事業本部⻑�委嘱

光吉  敏郎

(ﾐﾂﾖｼ� ﾄｼﾛｳ)

執⾏役員

社⻑付

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・海外事業⽀

援・安全環境 統括） 委嘱

髙野  誠⼀

(ﾀｶﾉ �ｾｲｲﾁ)

執⾏役員

ＢＣＰ対応・特命担当 兼 ⼭林環境本

部副本部⻑（⼤阪駐在）�

委嘱

常務執⾏役員

⼭林環境本部⻑ 委嘱

⽚岡  明⼈

(ｶﾀｵｶ ｱｷﾄ)

執⾏役員

⽊材建材事業本部副本部⻑ 兼 同本部

国際流通営業部⻑ 委嘱

執⾏役員

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

関本  暁

(ｾｷﾓﾄ ｱｷﾗ)

２．役員の就任及び退任（６⽉２０⽇付）

＜取締役及び監査役の就任及び退任＞

［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 福⽥  晃久

(ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋｻ)

取締役 就任

常務執⾏役員

常務執⾏役員 光吉  敏郎

(ﾐﾂﾖｼ ﾄｼﾛｳ)

取締役 就任(⾮常勤 社外取締役） 監査役(⾮常勤 社外監査役） 平川  純⼦

(ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ)

取締役 退任

執⾏役員 退任

常任監査役 就任

取締役

執⾏役員

内部監査 統轄

上⼭  英之

(ｶﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ)

監査役(⾮常勤 社外監査役） 就任 倉阪  克秀

(ｸﾗｻｶ�ｶﾂﾋﾃﾞ)

常任監査役 退任（顧問就任） 常任監査役 塩崎  繁彦

(ｼｵｻﾞｷ ｼｹﾞﾋｺ)

＜参考＞  上記就退任に伴い、６⽉２０⽇開催予定の株主総会終結時の取締役は以下の通りとなります。

� 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）

� 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 �

� 福⽥  晃久 取締役 �

� 光吉 �敏郎 取締役 �

� 平川 �純⼦ 取締役 （⾮常勤 社外取締役）

＜参考＞   上記就退任に伴い、６⽉２０⽇開催予定の株主総会終結時の監査役は以下の通りとなります。

� 上⼭  英之 常任監査役 （常勤）

� ⽥中  秀和 監査役 （常勤）

� 寺本  哲 監査役 （⾮常勤 社外監査役）

� 永⽥  信 監査役 （⾮常勤 社外監査役）

� 倉阪  克秀 監査役 （⾮常勤 社外監査役）

３．執⾏役員の就任及び退任と担当業務の異動（６⽉２０⽇付）

［新］ ［旧］※４⽉１⽇時点 �

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

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

佐藤 �建

(ｻﾄｳ ﾀﾂﾙ)

執⾏役員 就任

住友林業ホームテック(株) 取締役専務

執⾏役員

住友林業ホームテック(株) 取締役専務

執⾏役員

沼崎  秋⽣

(ﾇﾏｻﾞｷ ｱｷｵ)

執⾏役員 就任

住友林業緑化(株) 代表取締役社⻑

住友林業緑化(株) 代表取締役社⻑ 徳永  完平

(ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾝﾍﾟｲ)

執⾏役員 就任

海外事業本部副本部⻑ 兼 同本部海外

資源・製造部⻑ 委嘱

海外事業本部副本部⻑ 兼 同本部海外

資源・製造部⻑

川添  眞⼀

(ｶﾜｿﾞｴ ｼﾝｲﾁ)

執⾏役員 就任

住宅事業本部副本部⻑（住宅企画・⼈財

開発・建築技術審査�統括） 委嘱

住宅事業本部副本部⻑（住宅企画・⼈財

開発・建築技術審査�統括）

⽚⼭ 信幸

(ｶﾀﾔﾏ�ﾉﾌﾞﾕｷ)

執⾏役員 退任(理事就任）

社⻑付

執⾏役員

社⻑付

髙野 誠⼀

(ﾀｶﾉ ｾｲｲﾁ)

執⾏役員 退任(理事就任）

ＢＣＰ対応・特命担当 兼 ⼭林環境本

部副本部⻑（⼤阪駐在） 委嘱

執⾏役員

ＢＣＰ対応・特命担当 兼 ⼭林環境本

部副本部⻑（⼤阪駐在） 委嘱

⽚岡 明⼈

(ｶﾀｵｶ ｱｷﾄ)

＜参考＞  上記就退任に伴い、６⽉２０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。

市川  晃 � 執⾏役員社⻑

早野  均 � 執⾏役員副社⻑

笹部  茂 � 専務執⾏役員

和⽥  賢 � 専務執⾏役員

佐藤  建 � 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



渡部  ⽇出雄 � 常務執⾏役員

梅⽊  孝範 � 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

沼崎  秋⽣ � 執⾏役員

徳永  完平 � 執⾏役員

川添  眞⼀ � 執⾏役員

⽚⼭  信幸 � 執⾏役員

４．理事の就任及び退任（６⽉２０⽇付）

＜理事の就退任＞

〔就任〕 � 〔退任〕

髙野 誠⼀ � 津⽥ 善正

⽚岡 明⼈ � 須藤 圭⼀朗

中澤 俊勝 � ⽯⽥ 謹吾

東井 憲彰 � 沼崎 秋⽣

飯島 哲 � 徳永 完平

髙橋 郁郎 � 川添 眞⼀

島原 卓視 �

神⾕ 豊 �

＜参考＞

上記就退任に伴い、６⽉２０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。

髙野 誠⼀ (ﾀｶﾉ ｾｲｲﾁ) 社⻑付

⽚岡 明⼈ (ｶﾀｵｶ ｱｷﾄ) ＢＣＰ対応・特命担当 兼 ⼭林環境本部副本部⻑（⼤阪駐在）

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

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

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

古⽥ 光博 (ﾌﾙﾀ ﾐﾂﾋﾛ） お客様相談室⻑

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

中澤 俊勝 (ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼｶﾂ） (株)フィルケア 代表取締役社⻑

東井 憲彰 (ﾄｳｲ ﾉﾘｱｷ） 内部監査室⻑

飯島 哲 (ｲｲｼﾞﾏ ｻﾄｼ） 住宅事業本部 ⽊化営業部⻑

髙橋 郁郎 (ﾀｶﾊｼ�ｲｸﾛｳ) 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）

島原 卓視 (ｼﾏﾊﾗ ﾀｸﾐ) 住友林業ホームテック(株) 取締役常務執⾏役員

神⾕ 豊 (ｶﾐﾔ ﾕﾀｶ) 住宅事業本部 注⽂住宅事業部 営業推進部⻑

５．部室⻑・⽀店⻑等の⼈事異動（４⽉１⽇付）

［新］ ［旧］ �

経営企画部⻑ ⼈事部⻑ 兼 ⼈事部働きかた⽀援室⻑ 川⽥ ⾠⼰

(ｶﾜﾀ�ﾀﾂﾐ)

⼈事部⻑ 兼 ⼈事部働きかた⽀援室⻑ ⽊材建材事業本部事業開発部⻑ 桧垣 隆久

(ﾋｶﾞｷ�ﾀｶﾋｻ)



コーポレート・コミュニケーション室⻑ ⽊材建材事業本部国際流通営業部ＭＤＦグ

ループ グループマネージャー

⼤野 裕⼀郎

(ｵｵﾉ�ﾕｳｲﾁﾛｳ)

⼭林環境本部⼭林部⻑ 兼 紋別⼭林事業

所⻑

⼭林環境本部⼭林・環境部 グループマネ

ージャー

兼 紋別⼭林事業所⻑

兼 東北復興⽀援室 グループマネージャ

ー

⻑⾕川 ⾹織

(ﾊｾｶﾞﾜ�ｶｵﾘ)

⼭林環境本部環境・エネルギー部⻑ ⼭林環境本部⼭林・環境部⻑ 安藤 祥⼀

(ｱﾝﾄﾞｳ�ｼｮｳｲﾁ)

⽊材建材事業本部営業管理部⻑ 住友林業情報システム(株) 代表取締役社

⻑

川⻄ 康仁

(ｶﾜﾆｼ�ﾔｽﾋﾄ)

⽊材建材事業本部事業開発部⻑  ⽊材建材事業本部国内流通事業部⽊材建材

部 グループマネージャー

尾崎 格

(ｵｻﾞｷ�ｲﾀﾙ)

⽊材建材事業本部国内流通事業部⽊材建材

部⻑

コーポレート・コミュニケーション室⻑ ⽥中 耕治

(ﾀﾅｶ�ｺｳｼﾞ)

⽊材建材事業本部国内流通事業部イノス営

業部⻑

海外事業本部海外住宅・不動産部⻑

兼 SFC�Homes,�LLC�取締役社⻑

吉⽥ 浩

(ﾖｼﾀﾞ�ﾋﾛｼ)

⽊材建材事業本部国内流通事業部東京営業

部⻑

⽊材建材事業本部国内流通事業部イノス営

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⼤阪営業

部⻑

⽊材建材事業本部国内流通事業部⼤阪営業

部⻑

兼 建材グループ 主席

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中部営業

部⻑

⽊材建材事業本部国内流通事業部九州⽀店

⻑

岡⽥ 尊志

(ｵｶﾀﾞ�ﾀｶｼ)

⽊材建材事業本部国内流通事業部北海道⽀

店⻑

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

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東北⽀店

⻑ 

⽊材建材事業本部国内流通事業部東北⽀店

⻑

兼 東北復興⽀援室 部⻑

⼋⽥ 堅嗣

(ﾊｯﾀ�ｹﾝｼﾞ)

⽊材建材事業本部国内流通事業部九州⽀店

⻑

⽊材建材事業本部国際流通営業部製品グル

ープ グループマネージャー

兼 原⽊グループ グループマネージャー

鎌⽥ 隆

(ｶﾏﾀﾞ�ﾀｶｼ)

海外事業本部副本部⻑ 兼 同本部海外資

源・製造部⻑

Ｋ．Ｔ．Ｉ（PT.Kutai�Timber

Indonesia） 取締役社⻑

川添 眞⼀

(ｶﾜｿﾞｴ�ｼﾝｲﾁ)

海外事業本部海外管理部⻑ 兼 オースト

ラリア住友林業

（Sumitomo�Forestry�Australia�Pty

Ltd.） 取締役社⻑

海外事業本部海外管理部⻑ 兼 シアトル

住友林業

（Sumitomo�Forestry�Seattle,�Inc） 取

締役社⻑

池澤 益彦

(ｲｹｻﾞﾜ�ﾏｽﾋｺ)

海外事業本部海外住宅・不動産部⻑

SFC�Homes,�LLC 取締役社⻑

海外事業本部海外資源・製造部⻑ 川村 篤

(ｶﾜﾑﾗ�ｱﾂｼ)

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）

住宅事業本部副本部⻑（特命担当） 髙橋 郁郎

(ﾀｶﾊｼ�ｲｸﾛｳ)

住宅事業本部副本部⻑（住宅企画・⼈財開

発・建築技術審査 統括）

住宅事業本部住宅企画部⻑ ⽚⼭ 信幸

(ｶﾀﾔﾏ�ﾉﾌﾞﾕｷ)

住宅事業本部住宅企画部⻑ 経営企画部 グループマネージャー

兼 東北復興⽀援室 グループマネージャ

ー

⼾崎 富雄

(ﾄｻﾞｷ�ﾄﾐｵ)



住宅事業本部安全環境室⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部中京⽣産部⻑ 森 祥司

(ﾓﾘ�ｼｮｳｼﾞ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部フォレストメ

ゾン営業部⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部埼⽟⽀店⻑ 松浦 靖明

(ﾏﾂｳﾗ�ﾔｽｱｷ)

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

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

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

住宅事業本部注⽂住宅事業部滋賀⽀店⻑

兼 総務グループ グループマネージャー

和⽥ 誠司

(ﾜﾀﾞ�ｾｲｼﾞ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部城南⽀店⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部仙台⽀店⻑ 野⼝ 広⾏

(ﾉｸﾞﾁ�ﾋﾛﾕｷ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部⽬⿊⽀店⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部城南⽀店世⽥

⾕営業所⻑

児⽟ 博則

(ｺﾀﾞﾏ�ﾋﾛﾉﾘ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部多摩⽀店⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部横浜⽀店⻑ 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横浜⽀店⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部名古屋中央⽀

店⻑

鶴井 利三郎

(ﾂﾙｲ�ﾘｻﾌﾞﾛｳ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部横浜北⽀店⻑

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フォレストメ

ゾン営業部

グループマネージャー

⽊崎 繁市

(ｷｻﾞｷ�ｼｹﾞｲﾁ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部神奈川⻄⽀店

⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部静岡⽀店⻑

兼 総務グループ グループマネージャー

兼 設計グループ グループマネージャー

⼩島 徹太郎

(ｺｼﾞﾏ�ﾃﾂﾀﾛｳ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部湘南⽀店⻑

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横浜⽀店横浜

南営業所⻑

橋本 茂

(ﾊｼﾓﾄ�ｼｹﾞﾙ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部埼⽟⽀店⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部城南⽀店⻑ 櫻井 清史

(ｻｸﾗｲ�ｷﾖｼ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部群⾺⽀店⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部神奈川⻄⽀店

⻑

渡邊 勉

(ﾜﾀﾅﾍﾞ�ﾂﾄﾑ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部⼩⼭⽀店⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部京葉⽀店⻑ 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⽔⼾⽀店⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部⼩⼭⽀店⻑ 伊⾖ 秀⾂

(ｲｽﾞ�ﾋﾃﾞｵﾐ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部仙台⽀店⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部福島⽀店⻑

兼 総務グループ グループマネージャー

鈴⽊ 洋⼀

(ｽｽﾞｷ�ﾖｳｲﾁ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部福島⽀店⻑

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群⾺⽀店⻑ 

兼 両⽑営業所⻑

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⼤阪北⽀店⻑

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岡崎⽀店⻑ 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京都⽀店⻑ 

兼 福知⼭営業所⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部京都⽀店⻑ 松下 周史

(ﾏﾂｼﾀ�ﾁｶｼ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部滋賀⽀店⻑

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⼤阪北⽀店⻑ ⼤⻄ 宏嗣

(ｵｵﾆｼ�ﾋﾛﾂｸﾞ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部和歌⼭⽀店⻑

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⼭⼝⽀店⻑

兼 オーナーズサポートグループ グルー

プマネージャー

⼩林� 孝

(ｺﾊﾞﾔｼ�ﾀｶｼ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部奈良⽀店⻑ 

兼 奈良南営業所⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部⼤阪⽀店⼤阪

東営業所⻑

中出 ⼤介

(ﾅｶﾃﾞ�ﾀﾞｲｽｹ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部岡⼭⽀店⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部和歌⼭⽀店⻑ 浦� 健作

(ｳﾗ�ｹﾝｻｸ)



住宅事業本部注⽂住宅事業部⼭⼝⽀店⻑

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⾼松⽀店徳島

営業所⻑

⼾城 功雄

(ﾄｼﾛ�ｲｻｵ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部福岡⽀店⻑ 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

樋⼝ �進

(ﾋｸﾞﾁ�ｽｽﾑ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部名古屋中央⽀

店⻑

兼 名古屋東営業所⻑

住宅事業本部注⽂住宅事業部多摩⽀店⻑ 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岡崎⽀店⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部名古屋⽀店名

古屋北営業所⻑

寺⻄ 正智

(ﾃﾗﾆｼ�ﾏｻﾄﾓ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部静岡⽀店⻑

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横浜北⽀店⻑ 原� 洋⼆

(ﾊﾗ�ﾖｳｼﾞ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部浜松⽀店⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部三重⽀店⻑ 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三重⽀店⻑ 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

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岐⾩⽀店⻑

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岐⾩⽀店⻑ 牧� 康広

(ﾏｷ�ﾔｽﾋﾛ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部北陸⽀店⻑

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北陸⽀店⻑ 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

住宅事業本部注⽂住宅事業部名古屋中央⽀

店名古屋南営業所⻑

⻫藤 博⾼

(ｻｲﾄｳ�ﾋﾛﾀｶ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部⾸都圏⽣産部

⻑

住宅事業本部品質保証部 グループマネー

ジャー

兼 監査役付 検査役

永野 宏幸

(ﾅｶﾞﾉ�ﾋﾛﾕｷ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部近畿⽣産部⻑

兼 近畿⽣産部（近畿⽣産センター） グ

ループマネージャー

住宅事業本部注⽂住宅事業部近畿⽣産部⻑ 安井 洋之

(ﾔｽｲ�ﾋﾛﾕｷ)

住宅事業本部注⽂住宅事業部中京⽣産部⻑ 住宅事業本部⽣産統括部 グループマネー

ジャー

兼 東北復興⽀援室 グループマネージャ

ー

兼 住宅事業本部海外事業⽀援室 マネー

ジャー

深⾕ 浩充

(ﾌｶﾔ�ﾋﾛﾐﾂ)

住友林業建築技術専⾨校�校⻑ 住宅事業本部注⽂住宅事業部フォレストメ

ゾン営業部⻑

渡邉 俊明

(ﾜﾀﾅﾍﾞ�ﾄｼｱｷ)

スミリンビジネスサービス(株) 代表取締

役社⻑

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

野地 健⼀

(ﾉｼﾞ�ｹﾝｲﾁ)

住友林業情報システム(株) 代表取締役社

⻑

スミリンビジネスサービス(株) 代表取締

役社⻑

三好 敏之

(ﾐﾖｼ�ﾄｼﾕｷ)

オホーツクバイオエナジー(株) 代表取締

役社⻑

兼 ⼭林環境本部環境・エネルギー部 マ

ネージャー  

オホーツクバイオエナジー(株) 部⻑ ⼭東 正典

(ｻﾝﾄｳ�ﾏｻﾉﾘ)

(株)井桁藤 代表取締役社⻑ ⽊材建材事業本部国内流通事業部⽊材建材

部⻑

牧野 郁雄

(ﾏｷﾉ�ｲｸｵ)



第⼀産商(株) 代表取締役社⻑ ⽊材建材事業本部国内流通事業部中部営業

部⻑

川崎�啓史

(ｶﾜｻｷ�ﾋﾛﾌﾐ)

(株)住協 代表取締役社⻑ (株)住協 専務取締役 原�洋⼆

(ﾊﾗ�ﾖｳｼﾞ)

シンガポール住友林業（Sumitomo

Forestry�Singapore�Ltd.） 

取締役社⻑

⽊材建材事業本部国際流通営業部海外戦略

グループ

グループマネージャー

細⾕�洋⼀

(ﾎｿﾔ�ﾖｳｲﾁ)

住友林業（上海）商貿有限公司 総経理 オーストラリア住友林業（Sumitomo

Forestry�Australia�Pty�Ltd.）

取締役社⻑

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 鶴崎�光⼤

(ﾂﾙｻｷ�ﾐﾂﾋﾛ)

シアトル住友林業（Sumitomo�Forestry

Seattle,�Inc） 取締役社⻑

兼�Bloomfield�Properties,Inc., 取締役 

兼 SFC�Homes,�LLC�取締役

兼 Henley�USA�LLC�取締役

Bloomfield�Properties,Inc., 取締役

兼 SFC�Homes,�LLC�取締役 兼 

Henley�USA�LLC 取締役

岩崎�淳

(ｲﾜｻｷ�ｱﾂｼ)

晃和⽊材(株) 代表取締役社⻑ 海外事業本部海外管理部 グループマネー

ジャー

兼 監査役付 検査役

井⽥�徹

(ｲﾀﾞ�ﾄｵﾙ)

Ｋ．Ｔ．Ｉ（PT.Kutai�Timber

Indonesia） 取締役社⻑

⽊材建材事業本部国際流通営業部⻑ 佐藤�裕也

(ｻﾄｳ�ﾋﾛﾔ)

Ｓ．Ｒ．Ｐ（PT.Sinar�Rimba�Pasifik） 

取締役社⻑

Canyon�Creek�Cabinet�Company 取締

役

酒井�新

(ｻｶｲ�ｱﾗﾀ)

⼤連ＩＴＳ（⼤連住林信息技術服務有限公

司） 総経理

⼤連ＩＴＳ（⼤連住林信息技術服務有限公

司） 副総経理

晴⼭�信也

(ﾊﾚﾔﾏ�ｼﾝﾔ)

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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