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2014年3月10日 

日立アプライアンス株式会社 

 

役員の異動、職制改正なら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：二宮 隆典)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．役員の異動【4月1日付】 

▽常務取締役 グローバル家電事業戦略室長(常務取締役 家電事業部長)金子 友通 

▽取締役(取締役 総務本部長 兼 コンシューマ管理本部長 兼 文書・表示監査室長)山﨑 一平 

▽取締役 家電事業部長(取締役 環境ビジネス機器事業部長 兼 環境システム本部長)松田 美智也 

▽取締役 環境ビジネス機器事業部長 兼 環境ビジネス機器事業企画本部長(取締役 家電事業部 多賀

家電本部長)須賀 久央 

▽取締役 総務本部長 兼 コンシューマ管理本部長 兼 文書・表示監査室長(監査役[非常勤])藤岡 真(*) 

▽取締役(株式会社日立製作所)豊島 幸雄 

▽取締役 空調事業部 ルームエアコン統括本部長 兼 栃木空調本部長(理事 空調事業部 ルームエ

アコン統括本部長 兼 栃木空調本部長 兼 投資計画部長)横山 英範 

▽取締役 空調事業部 清水空調本部長 兼 業務改革・品質改善センタ長 兼 投資計画部長(空調事業

部 清水空調本部長 兼 業務改革・品質改善センタ長)竹中 寛 
 
(*) 藤岡真は、2014年4月1日以降も日立コンシューマエレクトロニクス株式会社取締役を継続。 

 

2．職制改正【4月1日付】 

・グローバル事業戦略室、グローバル販売・サービス戦略室の機能を統合・再編し、グローバル家電事業戦

略室とする。 

 

＜空調事業部＞ 

・空調サービスシステムエンジニアリング本部 システムエンジニアリング統括部を再編し、東日本システム

エンジニアリング部、西日本システムエンジニアリング部を新設する。 

 

＜家電事業部＞ 

・多賀家電本部 ドキュメントセンタの機能を商品計画本部 生活ソフト開発センタに移管し、ドキュメントセ

ンタを廃止する。 

 

＜環境ビジネス機器事業部＞ 

・照明本部、環境システム本部を再編し、環境ビジネス機器事業企画本部、環境ビジネス機器営業本部を

新設する。 

・環境システム本部 ヒートポンプ給湯機事業企画部、キッチンソリューション事業企画部、新エネルギーシ

ステム事業企画部、照明本部 照明事業企画部を環境ビジネス機器事業企画本部に移管する。 
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・環境ビジネス機器事業企画本部 海外事業企画部を新設する。 

・照明本部 営業統括部、環境システム本部 営業部を統合・再編し、環境ビジネス機器営業本部に営業開

発部、コンシューマ営業部、システム営業統括部を新設する。  

・環境ビジネス機器営業本部 システム営業統括部に、北日本営業所、関東営業所、中部営業所、関西営

業所、中四国営業所、九州営業所、特販営業部を新設する。  

 

＜トータルSCM本部＞ 

・トータルSCM本部に家電事業部 物流システム部を移管する。 

 

3．部長相当職以上人事異動【4月1日付】 

・空調事業部 空調グローバル戦略本部員[但し、日立エアーコンディショニングヨーロッパ社出向(社長) 

兼 日立エアーコンディショニングプロダクツヨーロッパ社出向(社長)](空調事業部 清水空調本部員[但し、

日立エアーコンディショニングプロダクツヨーロッパ社出向(社長)])安食 直二 

・空調事業部 空調営業本部 九州支店長(空調事業部 空調営業本部 関東支店 空調産業一部長)足立 

裕 

・空調事業部 空調営業本部 中部支店長 兼 ソリューション営業部長(空調事業部 空調営業本部 中部

支店 空調リビング営業部長 兼 低温環境営業部長)西本 利勝 

・家電事業部 多賀家電本部長(家電事業部 多賀家電本部副本部長)豊島 久則 

・家電事業部 多賀家電本部技師長(家電事業部 多賀家電本部副本部長 兼 第五設計部長)小澤 透 

・環境ビジネス機器事業部 環境ビジネス機器営業本部長 兼 コンシューマ営業部長(環境ビジネス機器

事業部 照明本部副本部長 兼 営業統括部長)田口 茂 

・理事 経営企画室長(理事 環境ビジネス機器事業部副事業部長 兼 環境ビジネス機器事業部 照明本

部長)深水 祥光 

・空調事業部 空調営業本部 関東支店 空調産業一部長(空調事業部 空調営業本部 関東支店 リビン

グ営業部長)山際 英一郎 

・空調事業部 空調営業本部 関東支店 リビング営業部長(空調事業部 空調営業本部 関東支店 空調

産業一部部長代理)芦原 史郎 

・空調事業部 空調営業本部 関東支店 営業業務部長 兼 商品管理部長(空調事業部 空調営業本部 

関東支店 営業業務部長)久保 正隆 

・空調事業部 空調営業本部 中部支店 空調リビング営業部長(空調事業部 空調営業本部 中部支店 

空調リビング営業部部長代理)木下 和彦 

・空調事業部 空調営業本部 中部支店 低温環境営業部長(空調事業部 空調営業本部員[但し、株式会

社日立製作所出向])山本 幹夫 

・空調事業部 空調営業本部 九州支店 ソリューション営業部長(空調事業部 空調営業本部 中部支店 

ソリューション営業部部長代理)森 雄二 

・空調事業部 空調営業本部 北日本支店 北海道営業所長(空調事業部 空調営業本部 北日本支店 北

海道営業所部長代理)相澤 孝一 

・空調事業部 空調サービスシステムエンジニアリング本部 東日本システムエンジニアリング部長(空調事

業部 空調サービスシステムエンジニアリング本部 システムエンジニアリング統括部 工事部担当部長)

宮城島 勲 

・空調事業部 空調サービスシステムエンジニアリング本部 西日本システムエンジニアリング部長(空調事
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業部 空調サービスシステムエンジニアリング本部 システムエンジニアリング統括部 工事部担当部長)

井手 哲也 

・家電事業部 家電事業企画本部 海外事業企画部長(家電事業部 商品計画本部 商品計画部担当部長)

伊藤 哲 

・家電事業部 多賀家電本部 第五設計部長(家電事業部 多賀家電本部 電子制御設計部長)菅原 秀昭 

・家電事業部 多賀家電本部 電子制御設計部長(家電事業部 多賀家電本部 電子制御設計部担当部長)

川又 光久 

・家電事業部 多賀家電本部 生産管理部長(家電事業部 多賀家電本部 第一製造部長)飛田 憲一 

・家電事業部 多賀家電本部 第一製造部長(家電事業部 多賀家電本部 第一製造部員[但し､上海日立

家用電器有限公司出向])植村 茂 

・家電事業部 多賀家電本部 総務部長(株式会社日立製作所)深山 俊之 

・環境ビジネス機器事業部 環境ビジネス機器事業企画本部 海外事業企画部長(空調事業部 栃木空調

本部 マナウス RAC プロジェクトリーダー[但し、日立エアーコンディショニングプロダクツブラジル社出

向])千葉 健樹 

・環境ビジネス機器事業部 環境ビジネス機器営業本部 営業開発部長(環境ビジネス機器事業部 照明本

部 営業統括部担当部長)小山 一樹 

・環境ビジネス機器事業部 環境ビジネス機器営業本部 システム営業統括部長(空調事業部 空調営業本

部 関東支店 商品管理部長)松島 孝之 

・環境ビジネス機器事業部 環境ビジネス機器営業本部 システム営業統括部 関東営業所長 兼 北日本

営業所長(環境ビジネス機器事業部 環境システム本部 営業部長)佐野 勇 

・環境ビジネス機器事業部 環境ビジネス機器営業本部 システム営業統括部 関西営業所長 兼 中部営

業所長(環境ビジネス機器事業部 照明本部 営業統括部担当部長)古川 善之 

・環境ビジネス機器事業部 環境ビジネス機器営業本部 システム営業統括部 九州営業所長 兼 中四国

営業所長(環境ビジネス機器事業部 照明本部 営業統括部担当部長)福岡 辰人 

・環境ビジネス機器事業部 環境ビジネス機器営業本部 システム営業統括部 特販営業部長(環境ビジネ

ス機器事業部 照明本部 営業統括部担当部長)山村 省治 

・財務本部 業務部長(空調事業部 空調営業本部 関西支店 総務部長)高岡 強 

 

4．グループ会社社長人事【4月1日付】 

▽株式会社日立ソフテック 取締役社長(株式会社日立ソフテック 取締役)伊村 孝幸 

                                  

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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