
 

 
平成 25 年 2 月 22 日 

 

各  位 

 
会社名  大和ハウス工業株式会社 
代表者  代表取締役社長 大野直竹 
（コード番号：1925 東証、大証第 1 部） 

 

 

役員の異動・担当変更、人事異動、機構改革ならびに 
グループ会社の商号変更について 

 

  このたび当社では、下記のとおり役員の異動・担当変更、人事異動ならびに機構改革について決定しましたの

でお知らせいたします。 

  また、グループ会社のダイワハウス・リニュー株式会社は、当社のリフォーム事業部門を承継させる簡易吸収

合併を行うにあたり、商号変更することを決定しましたので、あわせてお知らせいたします。 

 

記 

 

1．役員の異動・担当変更 

4 月 1 日付 3 月 1 日付 現  職 氏  名 

取締役専務執行役員 

・関東ブロック長 

・住宅事業推進部長 

（東日本担当・関東地区担当）

・住宅事業全般担当 

同右 

取締役常務執行役員 

・関東ブロック長 

・住宅事業推進部長 

（東日本担当・関東地区担当） 

・住宅事業全般担当 

ﾇﾏﾀ ｼｹﾞﾙ 

沼田 茂 

同右 

取締役常務執行役員 

・営業推進担当 

・総合宣伝担当 

・渉外担当 

・広報担当 

 

取締役常務執行役員 

・東京支社長 

・営業推進担当 

・総合宣伝部門管掌 

・渉外担当 

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 

山本 誠 

取締役常務執行役員 

・東京本店長 

・営業推進副担当 

・海外事業管掌 

取締役上席執行役員 

・東京支社長 

・営業推進副担当 

・海外事業管掌 

取締役上席執行役員 

・海外事業部長 

・海外事業担当 

ﾖｼｲ ｹｲｲﾁ 
芳井 敬一 

取締役常務執行役員 

・流通店舗事業推進部長 

（東日本担当、近畿地区、

中国･四国地区担当） 

・流通店舗事業担当 

同右 

取締役上席執行役員 
・流通店舗事業推進部長 

（東日本担当、近畿地区、 

中国･四国地区担当） 

・流通店舗事業担当 

ﾌｼﾞﾀﾆ ｵｻﾑ 
藤谷 修 
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4 月 1 日付 3 月 1 日付 現  職 氏  名 

常務執行役員 

・住宅事業推進部施工推進 
 部長（西日本担当） 
・住宅事業技術担当 
・技術本部･施工担当 

同右 

上席執行役員 
・住宅事業推進部施工推進 
 部長（西日本担当） 
・CS 統括部門担当 
・住宅事業技術担当 
・技術本部･施工担当 

ｼﾓｴ ｶｽﾞｵ 

下江 一男 

常務執行役員 

・仙台支社長 

・北海道・東北ブロック長 

・住宅事業推進部長 
 （北海道・東北地区担当） 

同右 

上席執行役員 

・仙台支社長 

・北海道・東北ブロック長 

・住宅事業推進部長 
 （北海道・東北地区担当） 

ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ 
岡田 恵吾 

常務執行役員 

・東京本店建築事業部長 

・建築事業推進部長 

・建築事業担当 

 

同右 

上席執行役員 

・東京支社建築事業部長 

ｳﾗｶﾜ ﾀﾂﾔ 

浦川 竜哉 

常務執行役員 

・集合住宅事業推進部施工 
推進部長 

・集合住宅事業技術担当 
・技術本部･施工担当 

同右 

上席執行役員 
・集合住宅事業推進部施工 
推進部長 

・集合住宅事業技術担当 
・技術本部･施工担当 

ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 
田辺 昭 

上席執行役員 

・流通店舗事業推進部営業統括 
部長 同右 

執行役員 
・流通店舗事業推進部営業統括 
部長 

ｲﾀｸﾗ ﾄｼｶｹﾞ 
板倉 寿景 

同右 

執行役員 

・名古屋支社長 

・中部・北信越ブロック長 

・住宅事業推進部長（中日本

担当） 

執行役員 

・埼玉支社長 

・住宅事業推進部長（埼玉地区 

担当） 

ｵｵﾄﾓ ﾋﾛﾂｸﾞ 

大友 浩嗣 

執行役員 

・ダイワハウスベトナム株式

会社 ホーチミン支社長 同右 

ダイワハウスベトナム株式 
会社 ホーチミン支社長 

ﾋﾛﾓﾘ ﾀｶｷ 
廣森 隆樹 

執行役員 

・CS 推進部長 

・CS統括部門担当 同右 

CS 推進部長 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｵ 
中村 康夫 

執行役員 

・海外事業部長 

・海外事業担当 

・海外事業部長 
・海外事業担当 

海外事業部部長 ﾆｼｵｶ ﾅｵｷ 
西岡 直樹 

執行役員 

・名古屋支社流通店舗事業部長 
・流通店舗事業推進部長（中部･

北信越地区担当） 

同右 

名古屋支社流通店舗事業部長 ｼﾓﾆｼ ｹｲｽｹ 
下西 佳典 
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4 月 1 日付 3 月 1 日付 現  職 氏  名 

上席執行役員を退任 

（3 月 31 日付） 

※大和ハウスリフォーム株式

会社代表取締役社長に就任

予定 

同右 

上席執行役員 

・リフォーム事業推進部長 

・リフォーム事業担当 
ダイワハウス・リニュー株式 

会社代表取締役社長 

ｽｷﾞｳﾗ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 
杉浦 純一 

上席執行役員を退任 

（3 月 31 日付） 

顧問 

上席執行役員 

・住宅事業推進部長（中部・北

信越地区担当） 

上席執行役員 

・名古屋支社長 

・中部・北信越ブロック長 

・住宅事業推進部長（中日本 

担当） 

ﾊﾏﾍﾞ ﾄﾓﾅｶﾞ 

浜部 敬長 

執行役員を退任 

（3 月 31 日付） 

※大和情報サービス株式会社 

執行役員に就任予定 

同右 

執行役員 

・海外事業技術部長 

・建築系施工推進部長（関東 

地区担当） 

・技術本部･施工担当 

ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 
宮崎 孝一郎 

 

2．人事異動（3 月 1 日付） 

新  職 現  職 氏  名 

埼玉支社長 柏支店長 ﾑﾗｲ ｶﾂﾕｷ 
村井 勝行 

船橋支店長 豊橋支店長 ｺｳｶｲ ﾖｼﾌﾐ 
口開 義文 

柏支店長 柏流通店舗営業所長 ｸﾏｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 
熊沢 一之 

新潟支店長 船橋支店長 ｲﾊﾗ ﾀｹｼ 
井原 健至 

豊橋支店長 ・京都住宅営業所長 

・北近畿住宅営業所長 

ｵｵﾊｼ ﾐﾁﾉﾌﾞ 
大橋 通暢 

滋賀支店長 和歌山支店長 ﾑｶｲ ｶｽﾞﾔ 
向井 和也 

大阪北支店長 福岡支社住宅事業部長 ｵｵﾔ ﾀｸｼﾞ 
大矢 卓司 

和歌山支店長 姫路住宅営業所長 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 
鈴木 進治 

埼玉支社流通店舗事業部長 浜松流通店舗営業所長 ｶｲﾎﾘ ﾄｼﾐﾂ 
海堀 敏光 

福岡支社住宅事業部長 奈良住宅営業所長 ﾅｶｵ ﾉﾘｵ 
中尾 紀夫 

堺工場長 生産購買本部生産企画部長 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 
本多 正幸 

生産購買本部生産企画部長 堺工場長 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 
加藤 孝二 

大和リビング株式会社 

取締役に就任予定（4 月 1 日付） 

新潟支店長 ｿｳｻ ｼｹﾞｵ 
匝瑳 繁夫 
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3．理事昇格に関する人事異動（4 月 1 日付） 

新  職 現  職 氏  名 

理事 

・宮崎支店長 

宮崎支店長 ﾅｶｼﾏ ｹｲｼﾞ 
中島 啓二 

理事 

・本店建築事業部工事部長 

本店建築事業部工事部長 ﾅｶｵｶ ﾋﾃﾞｵ 
中岡 秀夫 

理事 

・住宅事業推進部長 
（中部・北信越地区担当） 

住宅事業推進部営業統括部部長 
 

ｺｼﾉ ｼﾞﾛｳ 
越野 次郎 

理事 

・住宅事業推進部長（九州地区担当） 
住宅事業推進部営業統括部部長 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 

小林 健一 

理事 

・流通店舗事業推進部企画開発部長 
（東京駐在） 

・建築事業推進部企画開発部長 
（東京駐在） 

・技術本部企画開発部長（東京駐在） 

・流通店舗事業推進部企画開発部長

（東京駐在） 
・建築事業推進部企画開発部長 
（東京駐在） 

・技術本部企画開発部長（東京駐在） 

ｵｵﾇﾏ ﾄｼﾌﾐ 
大沼 敏文 

理事 

・流通店舗事業推進部設計施工推進 

部長（積算担当） 
・建築事業推進部設計施工推進部長 

（積算担当） 

・流通店舗事業推進部設計施工推進

部長（積算担当） 
・建築事業推進部設計施工推進部長

（積算担当） 

ｾﾝｻﾞｷ ｹｲ 
仙崎 啓 

理事 

・技術本部安全管理部長 

技術本部安全管理部長 ｳﾉ ﾔｽﾋﾛ 
鵜野 靖裕 

理事 

・営業本部ヒューマン・ケア事業推進

部長 
・営業本部ヒューマン・ケア事業推進

部ロボット事業推進室長 

・営業本部ヒューマン・ケア事業

推進部長 
・営業本部ヒューマン・ケア事業

推進部ロボット事業推進室長 

ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏｻ 
田中 一正 

理事 

・経営管理本部秘書室長 

経営管理本部秘書室長 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ 
小林 正明 

  

4．機構改革（4 月 1 日付） 

   （1）拠点の昇格    

       首都圏での経営基盤の強化を図るため、東京支社を東京本社･本店に昇格します。なお、登 

記上の本店は大阪となります。 

新       旧 

東京本社（本社機能） 

東京本店（支店機能） 
東京支社 

 

5．グループ会社の商号変更 

    ダイワハウス・リニュー株式会社は、当社のリフォーム事業部門を承継する簡易吸収合併に際して、 

以下のとおり商号を変更することを決議しましたので、お知らせいたします。 

 

 



 

    （1）新商号      大和ハウスリフォーム株式会社 

（英文社名／DAIWAHOUSE REFORM CO.,LTD.） 

    （2）新商号実施日   2013 年 4 月 1 日 

    （3）変更の理由    ダイワハウス・リニュー株式会社は、大和ハウス工業のリフォーム部門の 

工事請負、設計・施工管理、点検検査業務を受託してきました。 

今回の事業統合に際し、リフォーム会社としての社会的認知度をより一層 

高め、事業の拡大を図るために、商号を変更するものです。 

 

以  上 

 

 
お問い合わせ先 

広報企画室 広報グループ     ０６（６３４２）１３８１ 

          東京広報グループ    ０３（５２１４）２１１２ 
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