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会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン 
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組織改正ならびに人事異動に関するお知らせ 

 

当社グループは、中期経営計画の推進に向け最適な組織体制の構築および経営体制のさらなる強化を

図るため、平成30年４月１日付で組織改正ならびに人事異動を行うことを決定いたしましたので、お知

らせいたします。 

 

 

１．組織改正の概要 

２．取締役の異動（新任） 

３．取締役の役職及び兼職の異動 

４．執行役員の役職及び兼職の異動 

５．部長職等の役職及び兼職の異動 

６．グループ会社取締役の人事異動 

   ・株式会社レーベンコミュニティ 

   ・株式会社日興タカラコーポレーション 

   ・株式会社タカラレーベン東北 

７．組織図（株式会社タカラレーベン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．組織改正の概要 

 経営体制のさらなる強化を図るため組織改正を実施いたします。主な組織改正は以下のとおりです。 

（１）社長室の新設 

 ・代表取締役社長の直下に「社長室」を新設 

（２）営業本部の組織改正 

  ・第三営業グループを廃止 

  ・第一営業グループおよび第二営業グループ内に「第３営業部」を新設 

・「営業推進部」および「営業企画部」を廃止し、「ウェブソリューション推進部」、 

「営業管理部」、「営業戦略部」を新設 

 （３）開発本部の組織改正 

  ・大阪支社を統括グループ格に格上げし、「開発部」、「営業部」、「建築部」を新設 

・開発統括グループ内に「事業推進部」を新設 

 

２．取締役の異動（新任） 

   新任取締役 

①氏名 清水 一孝 

   ②経歴 

昭和 62年４月 トヨタ自動車株式会社 入社 

平成 16年 10月 株式会社レーベンコミュニティ 入社 

平成 19年４月 同社 取締役 

平成 21年５月 同社 常務取締役 

平成 26年５月 同社 専務取締役 

平成 28年５月 同社 代表取締役 副社長 

平成 30年６月※ 株式会社タカラレーベン 取締役 副社長（経営企画部管掌） 

※平成 30年６月開催予定の定時株主総会の選任決議をもって就任予定。 

 

３．取締役の役職及び兼職の異動 

氏名 新役職及び兼職先 現役職及び兼職先 

岡部 剛 
専務取締役 兼 執行役員 投資開発本部長 

・㈱レーベンゼストック 代表取締役 

専務取締役 兼 執行役員 投資開発本部長 

・㈱タカラレーベン西日本 取締役※2 

・㈱レーベンゼストック 代表取締役 

手島 芳貴 
専務取締役 兼 執行役員 開発本部長 

・㈱サンウッド 取締役 

常務取締役 兼 執行役員 開発本部長 

・㈱サンウッド 取締役 

原 忠行 常務取締役 兼 執行役員 営業本部長 

常務取締役 兼 執行役員 営業本部長  

兼 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 

・㈱日興タカラコーポレーション 取締役※3 

山本 昌 

取締役 執行役員 総合企画本部長 

兼 経営企画統括グループ 統括部長 

兼 経営企画部長 

・㈱レーベンコミュニティ 取締役 

取締役 執行役員 総合企画本部長 

兼 経営企画統括グループ 統括部長  

兼 人事部長 兼 経営企画部長 

・㈱レーベンコミュニティ 取締役 



髙荒 美香 

取締役 兼 執行役員 営業本部 

営業統括グループ統括部長  

・㈱タカラレーベン東北 取締役 

取締役 兼 執行役員 営業本部 営業統括グル

ープ統括部長 兼 営業推進部長 兼 業務部長 

・㈱タカラレーベン東北 取締役 

※１．注釈の無いものは、平成 30年４月１日付。 

※２．平成 30年６月開催予定の定時株主総会をもって任期満了により退任予定。 

※３．平成 30年５月開催予定の定時株主総会をもって任期満了により退任予定。 

 

４．執行役員の役職及び兼職の異動 

氏名 新役職及び兼職先 現役職及び兼職先 

吉村 典彦 

執行役員 投資開発本部 投資開発統括グル

ープ 統括部長 兼 投資開発部長 

兼 エコエナジー事業部長 

・㈱レーベンゼストック 取締役 

執行役員 投資開発本部 投資開発統括グルー

プ 統括部長 兼 投資開発部長 

・㈱タカラプロパティ 取締役※3 

・㈱レーベンゼストック 取締役 

野村 貴大 

執行役員 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 兼 第３営業部長 

・㈱日興タカラコーポレーション 取締役 

※2 

執行役員 営業本部 第三営業グループ 

統括部長 兼 第１営業部長 兼 第２営業部長 

・㈱タカラレーベンリアルネット 取締役※3 

水野 公平 

執行役員 営業本部 第二営業グループ 

統括部長 兼 第２営業部長 

兼 第３営業部長 

・㈱タカラレーベンリアルネット 取締役 

執行役員 営業本部 第二営業グループ 

統括部長 兼 第１営業部長 

・㈱タカラレーベンリアルネット 取締役 

中川 義行 

執行役員 総合企画本部 

経営企画統括グループ 総務部長 

・㈱タカラプロパティ 取締役※2 

総合企画本部 経営企画統括グループ 

総務部長 

・㈱レーベンゼストック 取締役※3 

山本 眞也 
執行役員 開発本部 大阪支社長 

兼 建築部長 
開発本部 開発統括グループ 大阪支社長 

※１．注釈の無いものは、平成 30年４月１日付。 

※２．平成 30年５月開催予定の定時株主総会の選任決議をもって正式に就任予定。 

※３．平成 30年５月開催予定の定時株主総会をもって退任予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．部長職等の役職及び兼職の異動 

氏名 新役職及び兼職先 現役職及び兼職先 

横田 新哉 

営業本部 営業統括グループ ウェブソリュ

ーション推進部長 兼 業務部長 

兼 営業管理部長 兼 営業戦略部長 

営業本部 営業統括グループ 営業企画部長 

石黒 久美彦 開発本部 開発統括グループ 事業推進部長 
開発本部 開発統括グループ 開発部 

業務管理課 課長 

藤井 一嘉 開発本部 大阪支社 開発部長 兼 営業部長 開発本部 開発統括グループ 大阪支社 次長 

山地 剛 

総合企画本部 経営企画統括グループ 

人事部長 兼 経営企画部 次長 

兼 海外事業推進室 次長 

総合企画本部 経営企画統括グループ 

経営企画部 次長 兼 海外事業推進室 次長 

青木 猛 内部監査室 担当部長 内部監査室長 

大出 和雄 
内部監査室長 

・㈱タカラレーベン東北 監査役 

内部監査室 次長 

・㈱タカラレーベン東北 監査役 

※平成 30年４月１日付。 



６．グループ会社取締役の人事異動 

【株式会社レーベンコミュニティ】 

氏名 新役職 現役職 

清水 一孝 －（退任） 代表取締役 副社長※2 

中 慎介 
常務取締役 経営管理 Unit 本部長 

兼 総務管理部 部長 
常務取締役 経営企画 Unit 本部長 

寺門 幸次 
取締役 S.Q.M.S.推進 Unit 本部長 

兼 現場管理部 部長 
取締役 S.Q.M.S.推進 Unit 本部長 

秋山 登央 

経営管理 Unit 資産管理本部 

執行役員 本部長 

兼 事業企画室 部長 

経営企画 Unit 修繕企画本部 

執行役員 本部長 

宮下 幸弘 

S.Q.M.S.推進 Unit  運営管理本部 

執行役員 本部長 

兼 開発事業部 部長 

S.Q.M.S.推進 Unit  運営管理本部 

執行役員 本部長 

伊藤 健樹郎 

S.Q.M.S.推進 Unit  運営管理本部 

本社運営管理部 部長 

兼 横浜支社運営管理部 

ﾊﾟｰｸｼﾃｨ溝の口 所長 

S.Q.M.S.推進 Unit  運営管理本部 

開発事業部 部長 

佐々木 久克 S.Q.M.S.推進 Unit 財務管理部 部長 
S.Q.M.S.推進 Unit 財務管理部 部長 

兼 現場管理部 部長 

倉持 正彦 
S.Q.M.S.推進 Unit  

S.Q.M.S.品質管理室  部長 

経営企画 Unit  経営管理本部 

総務管理部 部長  兼 法務課 課長 

塚本 昌己 経営管理 Unit 購買外注管理部 部長 
経営企画 Unit 経営管理本部 

財務管理部 部長 

※１．注釈の無いものは、平成 30年４月１日付。 

※２．平成 30年５月開催予定の定時株主総会をもって退任予定。 

 

【株式会社日興タカラコーポレーション】 

氏名 新役職 現役職 

丸山 身吾 取締役 横浜本部 本部長 取締役 横浜本部 副本部長 

太田 雅彦  横浜本部 建築営業部長 
横浜本部 建築営業部 建築営業２課 課長代

理 

※平成 30年４月１日付。 

 

【株式会社タカラレーベン東北】 

氏名 新役職 現役職 

我妻 美香 取締役 営業部長 営業部 次長 

伊藤 啓二郎 取締役 開発部長 開発部 次長 

※平成 30年５月開催予定の定時株主総会の選任決議をもって正式に就任予定。 

 

 



７．組織図（株式会社タカラレーベン） 

 

 

※ 平成 30 年 4 月 1 日付。 

 

以 上 


