
                                                                  

平成 28年３月 14日 

各 位 

            会 社 名  株式会社タカラレーベン  

代表者名  代表取締役社長 島田 和一 

（コード番号 8897   東証第一部） 

問合せ先  取締役 執行役員経営企画室長  

北川 智哉  

   （TEL 03－5324－8720） 

取締役の役職、兼職異動及び人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成28年３月14日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役の役職及び兼職の異動、

人事異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記  

１．異動の理由 

グループ戦略の一環として、経営体制のさらなる強化を図るためであります。 

 

２．株式会社タカラレーベン取締役の役職及び兼職の異動について 

氏名 新兼職先 現兼職先 

島田 和一 

※1 
㈱タカラレーベン 代表取締役社長 

㈱タカラレーベン 代表取締役社長 

タカラ投資顧問㈱ 代表取締役 

岡部 剛 

※3 

㈱タカラレーベン 専務取締役 

 兼 執行役員 営業本部長 

㈱タカラプロパティ 取締役 

㈱タカラレーベンリアルネット 取締役 

㈱住宅情報館 取締役 

㈱タカラレーベン 専務取締役 

兼 執行役員 営業本部長 

㈱タカラプロパティ 取締役 

㈱タカラレーベンリアルネット 取締役 

舟本 哲夫 
㈱タカラレーベン 常務取締役 

タカラ投資顧問㈱ 代表取締役※2 

㈱タカラレーベン 常務取締役 

兼 執行役員 戸建本部長※1 

㈱タフコ 取締役※4 

丸の内債権回収㈱ 取締役※4 

㈱日興建設 取締役※4 

手島 芳貴 

㈱タカラレーベン 常務取締役 兼 

執行役員 開発本部長 

兼 開発統括グループ統括部長 

兼 開発部長 兼 都市再生部長 

兼 横浜支社長※1 

㈱タカラレーベン東北 取締役 

㈱タカラレーベン 常務取締役 

兼 執行役員 開発本部長 

タカラ投資顧問㈱ 取締役※1 

㈱タカラレーベン東北 取締役 

㈱アズパートナーズ 監査役※3 

長谷川 隆彦 

※1 

㈱タカラレーベン 取締役 兼 執行役員 

総合企画本部長 

㈱タカラレーベン 取締役 兼 執行役員 

総合企画本部長 兼 財務部長 



㈱タフコ 取締役 

タカラアセットマネジメント㈱ 取締役 

㈱タフコ 取締役 

タカラアセットマネジメント㈱ 取締役 

原 忠行 

㈱タカラレーベン 取締役 兼 執行役員 

営業本部 副本部長※1 

㈱日興建設 取締役※2 

㈱タカラレーベン 取締役 兼 執行役員 

営業本部 第一営業グループ統括部長 

高荒 美香 

※3 

㈱タカラレーベン 取締役 兼 執行役員 

営業本部 営業統括グループ長 
執行役員 営業本部 営業統括グループ長 

栗又 昭一 

※1 
㈱住宅情報館 代表取締役社長（出向） ㈱住宅情報館 専務取締役（出向） 

吉田 正広 

※1 
㈱タカラレーベン東北 代表取締役社長 ㈱タカラレーベン東北 代表取締役社長（出向） 

※１．平成 28年４月１日付け。 

※２．平成 28年４月１日付け（平成 28年３月 31日開催の臨時株主総会にて決議予定）。 

※３．平成 28年６月開催の株主総会の決議をもって就任又は株主総会終結の時をもって退任予定。 

※４．平成 28年３月 31日付けをもって退任予定。 

 

３．株式会社タカラレーベン取締役以外の役職及び兼職の異動について 

氏名 新役職名 現役職名 

浜岡 佑次 

※2 

㈱タカラレーベン 総合企画本部 

経理部長 

㈱タフコ 取締役 

㈱タカラレーベン 総合企画本部 

経理部長 

吉村 典彦 

㈱タカラレーベン 開発本部 

開発統括グループ 投資開発部長※1 

㈱タカラプロパティ 取締役 

㈱タカラレーベンリアルネット 取締役※4 

㈱タカラレーベン 開発本部 

開発１部長 

㈱タカラプロパティ 取締役 

中尾 正則 

※1 

㈱タカレーベン 開発本部 

建築統括グループ統括部長 

兼 建築部長 兼 商品企画部長 

㈱タカラレーベン 開発本部 

建築部長 兼 商品企画部長 

三浦 淳 

㈱タカラレーベン 総合企画本部 

財務部長※1 

丸の内債権回収㈱ 取締役 

㈱日興プロパティ 取締役 

タカラ投資顧問㈱ 取締役※3 

㈱タカラレーベン 総合企画本部 

財務部 次長 

丸の内債権回収㈱ 取締役 

㈱日興プロパティ 取締役 

梶田 尚樹 

※1 

㈱タカラレーベン 開発本部 

エコエナジー事業部 部長 

㈱タカラレーベン 開発本部 

エコエナジー事業部 次長 

岩本 大志 

※1 

㈱タカラレーベン 営業本部  

第一営業グループ統括部長 

兼 第 1営業部長 兼 第 2営業部長 

㈱タカラレーベン 営業本部 

第一営業グループ 第 1営業部長 

新井 哲夫 

※1 

㈱タカレーベン 開発本部 

建築統括グループ 品質管理部長 

㈱タカラレーベン 開発本部 

建築部 テクニカルディレクター 

㈱レーベンコミュニティより出向 

※１．平成 28年４月１日付け。 

※２．平成 28年３月 31日付け（平成 28年３月 31日開催の臨時株主総会にて決議予定）。 



※３．平成 28年４月１日付け（平成 28年３月 31日開催の臨時株主総会にて決議予定）。 

※４．平成 28年５月開催の株主総会の決議を持って就任予定。 

 

以 上 


