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                  2021 年 3 月 23 日 

各  位 

                          会 社 名   株式会社 エンチョー 

                                     代 表 者   代表取締役社長      遠藤 秀男 

                                                （ＪＡＳＤＡＱ コード番号  ８２０８） 

                         問合せ先    経営企画室長          奥野 孝 

                                           （ＴＥＬ ０５４５－５７－０８５０） 

組織変更及び人事異動に関するお知らせ 

当社は、2021 年 4 月 1 日付をもって下記の通り組織変更及び人事異動を決定致しましたのでお知らせ致し

ます。 

記 

１．組織変更 

・コーポレート本部を新設し、統括下に経営企画室、総務部、人事部を置く。 

・スウェン事業部の統括下に静岡ブロック・浜松中京ブロックを置く。 

ａ. 静岡ブロックに SWEN 御殿場店・SWEN 三島店・SWEN クロスガーデン富士中央店・SWEN イオン富士宮 

店・SWEN 清水店・SWEN 焼津店・casa＆SWEN 島田店を置く。 

ｂ. 浜松中京ブロックに SWEN 袋井インター店・SWEN 浜松店・SWEN ラグーナ蒲郡店・SWEN 豊田店・SWEN 

ヒルズウォーク徳重店・SWEN エアポートウォーク名古屋店・SWEN 高蔵寺店を置く。 

２. 目的  

・管理部門全体の意思疎通の円滑化と組織対応力の強化 

・スウェン事業における地域特性に応じた個店対応力の強化 

・組織の活性化と営業力の強化 

３．人事異動 

（１）取締役の担当職務の変更

新 役 職 名 氏      名 旧 役 職 名 

常務取締役 長谷川 英一
常務取締役

経営企画室担当

兼 関係会社担当

取締役 貫名 信行

取締役

総務部担当

兼 人事部長

取締役

コーポレート本部長

兼 関係会社担当

中村 晴隆
取締役

営業本部長

兼 ハードウェア事業部長 
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（２）執行役員の担当職務の変更

新 役 職 名 氏      名 旧 役 職 名 

執行役員 

営業本部長 

兼 ハードウェア事業部担当 

岩城 陽介 

執行役員 

営業本部 副本部長 

兼 商品統括部長 

兼 商品三部長 

（３）部室長・店長人事

新 役 職 名 氏      名 旧 役 職 名 

人事部長 蔭山 慎一 人事部 チーフマネージャー 

商品統括部長 杉本 和寿 Home Assist 店長 

商品一部長 渡邊 浩之 商品一部 チーフバイヤー 

商品二部長 栗岡 信悟 商品二部 チーフバイヤー 

商品三部長 野田 拓哉 商品三部 チーフバイヤー 

静岡東ブロック長 原口 重三 ジャンボエンチョー富士店 店長 

浜松中京ブロック長 熊谷 祐士 ジャンボエンチョー浜松店 店長 

専門店事業部長 小泉 和雄 専門店事業部 チーフマネージャー 

ハードウェア事業部長 坂野 都力 ハードウェア事業部 チーフマネージャー 

ジャンボエンチョー富士店 店長 平井 秀和 商品一部長 

ジャンボエンチョー静岡店 店長 疋野 精二 Home Assist 清水駒越店 店長 

ジャンボエンチョー富士西店 店長 岸 崇史 ジャンボエンチョー菊川店 店長 

ジャンボエンチョー浜松店 店長 山崎 正隆 ジャンボエンチョー藤枝店 店長 

ジャンボエンチョー菊川店 店長 川崎 享 ジャンボエンチョー清水鳥坂店 副店長 

ジャンボエンチョー藤枝店 店長 中山 叙郎 浜松中京ブロック長 

ジャンボエンチョー下川原店 店長 丹沢 道哉 Home Assist 副店長 

ジャンボエンチョーきらりタウン浜北店

店長 
大石 孝介 ジャンボエンチョー静岡店 店長 

ジャンボエンチョー豊橋神野店 店長 坂本 泰紀 
ジャンボエンチョーきらりタウン浜北店

店長 

ジャンボエンチョー島田店 店長 伊東 直哉 ジャンボエンチョー富士西店 店長 

Home Assist 店長 齋藤 暁 商品二部長 
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Home Assist 清水駒越店 店長 佐野 亮 ジャンボエンチョー下川原店 店長 

専門店事業部 マネージャー 
兼 casa Rico ボーノ相模大野店 店長

戸塚 柳丞 
casa 駿東店 店長 
兼 casa Rico ボーノ相模大野店 店長 

casa 駿東店 店長 川崎 亜以子 casa 駿東店 副店長 

casa 富士店 店長 渡邉 真紀 casa 富士店 副店長 

ハードストック浜松 店長 宮道 栄人 ハードストック島田 店長 

ハードストック島田 店長 橋口 和生 ハードストック浜松 店長 

スウェン事業部 静岡ブロック長 高田 直人 SWEN 三島店 店長 

スウェン事業部 浜松中京ブロック長 野中 堅吾 
SWEN エアポートウォーク名古屋店 店長  

兼 スウェン事業部 チーフマネージャー

SWEN 三島店 店長 谷川 新治 SWEN 清水店 店長 

SWEN 清水店 店長 中岡 康敬 SWEN クロスガーデン富士中央店 店長 

SWEN クロスガーデン富士中央店 店長 上柳 泰 SWEN 清水店 副店長 

SWEN エアポートウォーク名古屋店 店長 菊地 大輔 Home Assist 

                                    以  上 
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ハードウェア事業部 スウェン事業部
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