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2010 年3 月11 日 
日立アプライアンス株式会社 

 

役員の異動並びに人事異動について 

 
日立アプライアンス株式会社（取締役社長：石津 尚澄）は、下記の役員の異動、職制改正および人事異

動を行います。【凡例：▽異動後（異動前）氏名】 
 

1．新役員【4 月1 日付】 
▽取締役 空調事業部 清水空調本部長 兼 清水空調本部 構造改革推進室長(空調事業部 栃木空調

本部長)稲場 恒一 
 
2．退任役員【3 月31 日付／( )は現職】 
▽西 耕一(常務取締役 空調事業部長 兼 空調グローバル統括本部長 兼 営業統括本部長 兼 空調

営業本部長 兼 輸出管理本部長)  
＊2010 年4 月1 日付で社長付・エグゼクティブに就任。 

▽三浦 一雄(常務取締役[但し、台湾日立股份有限公司出向(総経理)] 兼 トータル SCM 本部 グローバ

ルネットワーク推進室長)  
＊2010 年4 月1 日付で中央商事株式会社へ転出。 

▽花田 正道(取締役 空調事業部 清水空調本部長 兼 投資計画部長 兼 空調事業部 清水空調本部 

構造改革推進室長) 
＊2010 年 4 月 1 日付で台湾日立股份有限公司 総経理 兼 トータル SCM 本部 グローバルネットワ

ーク推進室長に就任。 
 
3．部長相当職以上人事異動【4 月1 日付】 
▽常務取締役 空調事業部長 兼 グローバル統括本部長 兼 営業統括本部長 兼 輸出管理本部長 

兼 トータル SCM 本部長(常務取締役 経営企画室長 兼 コンシューマ管理本部長 兼 トータル

SCM 本部長 兼 調達本部長)山本 晴樹 
▽常務取締役 家電事業部長 兼 商品計画本部長 兼 家電事業企画本部長 兼 グローバル統括本部

副本部長 兼 輸出管理本部副本部長(常務取締役 家電事業部長 兼 商品計画本部長 兼 グローバ

ル統括本部副本部長 兼 輸出管理本部副本部長)石井 吉太郎 
▽取締役 家電事業部 多賀家電本部長 兼 投資計画部長(取締役 家電事業部 多賀家電本部長)鎌田 

栄 
▽取締役 総務本部長 兼 総務部長 兼 コンシューマ管理本部長(取締役 総務本部長 兼 人材開発

部長 兼 コンシューマ管理本部副本部長)山﨑 一平 
▽取締役 空調事業部副事業部長(取締役[但し、上海日立家用電器有限公司出向(総経理)])青山 貢 
▽取締役 空調事業部 空調営業本部長(取締役 空調事業部 空調営業本部 関西支店長)木内 基文 
▽空調事業部 栃木空調本部長(空調事業部 空調グローバル本部員[但し、Hitachi Home & Life 

Solutions (India) Ltd.出向(社長)])飯塚 慎一 
▽調達本部長 兼 家電事業部 多賀家電本部 資材部長(家電事業部 多賀家電本部 資材部長)山崎 
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敏生 
▽空調事業部 空調営業本部 関東支店長(空調事業部 空調営業本部 関東支店副支店長 兼 電力営

業部長)鈴木 雅博 
▽空調事業部 空調営業本部 関西支店長(空調事業部 空調営業本部 中四国支店長)塚田 豊 
▽空調事業部 空調営業本部 中四国支店長(空調事業部 空調営業本部 中四国支店営業部長)井上 

博文 
▽空調事業部 空調営業本部 関東支店 電力営業部長(空調事業部 空調営業本部 商品企画部 部長

代理)河野 恭二 
▽空調事業部 空調営業本部 中部支店 大型冷熱営業部長 兼 関西支店 大型冷熱営業部長(空調事

業部 空調営業本部 中部支店 大型冷熱営業部長)臼井 猛 
▽空調事業部 空調営業本部 九州支店 空調リビング営業部長(空調事業部 空調営業本部 九州支店 

空調リビング営業部担当部長)日比生 務 
▽空調事業部 空調営業本部 九州支店 低温・クリーンエアー環境営業部長(空調事業部 空調営業本部 

九州支店員[但し、九州日立空調株式会社出向])仲原 勝昭 
▽空調事業部 空調営業本部 中四国支店 営業部長(空調事業部 空調営業本部 中四国支店 営業部 

部長代理)馬場 宣明 
▽空調事業部 清水空調本部員[但し、広州日立冷機有限公司出向(総経理) 兼 広州日立圧縮機有限公

司 総経理 兼 日立空調系統(上海)有限公司 総経理](空調事業部 清水空調本部員[但し、広州日立

冷機有限公司出向(総経理) 兼 広州日立圧縮機有限公司 総経理])冨岡 正郎 
▽空調事業部 清水空調本部 製造部長(空調事業部 清水空調本部 生産技術部長)安食 直二 
▽空調事業部 清水空調本部 生産技術部長(空調事業部 清水空調本部 圧縮機部担当部長)山腰 博

之 
▽空調事業部 清水空調本部 総務部長(株式会社日立製作所都市開発システム社 総務本部 勤労グル

ープ 部長代理)高根 衛 
▽空調事業部 空調サービスエンジニアリング本部 QA センタ副センタ長 兼 品質保証センタ 副センタ

長(品質保証センタ員[但し、日立家用電器(蕪湖)有限公司出向])篠塚 重治  
▽空調事業部 空調サービスエンジニアリング本部 技術サポートセンタ 副センタ長(空調事業部 空調

サービスエンジニアリング本部 中部サービスエンジニアリングセンタ 部長代理)眞田 豊 
▽空調事業部 栃木空調本部員[但し、Hitachi Home & Life Solutions (India) Ltd.出向(社長)](空調事

業部 栃木空調本部員[但し、上海日立家用電器有限公司出向])森本 素生 
▽空調事業部 栃木空調本部 空調システム設計部長(空調事業部 栃木空調本部 空調システム設計部

担当部長)大塚 厚 
▽空調事業部 栃木空調本部 圧縮機部長(空調事業部 栃木空調本部 品質保証部長)仁平 恒二 
▽空調事業部 栃木空調本部 圧縮機部主管技師(空調事業部 栃木空調本部 圧縮機部担当部長)大島 

健一 
▽空調事業部 栃木空調本部 生産技術部長(空調事業部 栃木空調本部 圧縮機部長)佐々木 良裕 
▽空調事業部 栃木空調本部 品質保証部長(空調事業部 栃木空調本部 品質保証部担当部長)江川 

誠一 
▽家電事業部 商品計画本部 宣伝部長(家電事業部 商品計画本部 商品計画部 部長代理)森川 祐介 
▽家電事業部 家電事業企画本部 事業企画部長 兼 営業統括本部 副本部長(家電事業部 家電事業

企画本部 事業企画部担当部長)三好 庸一 



 3

▽家電事業部 多賀家電本部員[但し、上海日立家用電器有限公司出向(総経理)](家電事業部 多賀家電

本部 家電第一設計部長 鍛治 信一 
▽家電事業部 多賀家電本部 家電第一設計部長(家電事業部 多賀家電本部 主管技師)大杉 寛 
▽家電事業部 多賀家電本部 経理部長(財務本部 財務部員[但し、上海日立家用電器有限公司出向])堀 

知行 
▽家電事業部 多賀家電本部 総務部長(総務本部 総務部長)平沼 一之 
▽家電事業部 清水住機本部 住機生産管理部長(空調事業部 清水空調本部 生産管理部担当部長)森

田 悦仁 
▽経営企画室長(経営企画室担当部長)田中 聡 
▽株式会社新潟日立 取締役社長(日立アプライアンス株式会社 空調事業部 空調営業本部 関東支店

員[但し、株式会社新潟日立出向(専務取締役)])斉藤 光明 
▽九州日立空調株式会社 取締役社長(日立アプライアンス株式会社 空調事業部 空調営業本部 九州

支店 空調リビング営業部長)平島 房範 
▽日立空調系統(香港)有限公司 総経理(日立空調系統(香港)有限公司 副総経理)呉 崇智 
 

以 上 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、 

お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と

情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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