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2015年10月1日 

日立アプライアンス株式会社 

 

職制改正ならびに役員異動、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、以下の職制改正ならびに役員異動、人事異

動を行います。[凡例：▽異動後(異動前)氏名] 

 

1.職制改正【2015年10月1日付】 

(1)空調事業部 

 ①本部相当以上 

・直属部門に空調営業・サービス統括本部を新設し、空調事業部の空調営業本部と空調サービスシステ

ムエンジニアリング本部を移管する。 

・空調事業部を廃止する。 

  ②部相当 

(a)空調営業・サービス統括本部 

・空調営業本部 企画室および企画部を、空調営業・サービス統括本部に移管し、それぞれ企画統括

室、戦略企画部に名称変更する。 

・空調サービスシステムエンジニアリング本部 品質管理室を、空調営業・サービス統括本部に移管す

る。 

・空調営業本部 ソリューションサポートセンタを空調営業・サービス統括本部に移管する。 

・空調営業本部 ソリューションサポートセンタ システムソリューション部を、空調営業・サービス統括本

部 企画統括室 商品・システム企画部と空調営業・サービス統括本部 空調営業本部 関東・広域支

店 ソリューション営業部に分割し、システムソリューション部を廃止する。 

  (b)空調営業本部 

・販売管理部の一部と関東・広域支店 営業業務部を統合し、業務管理部とする。 

・関東・広域支店のファシリティ営業部を分割し、ファシリティ営業一部とファシリティ営業二部とする。 

   ・北日本支店 北日本復興プロジェクトを地域創生推進プロジェクトに名称変更する。 

 

(2) 家電・環境機器事業部 

①本部相当以上 

・海外事業企画本部を新設し、家電事業企画本部、環境ビジネス機器事業企画本部の海外事業企画、

営業企画機能を移管する。 

・環境ビジネス機器事業企画本部と環境ビジネス機器営業本部を統合し、環境ビジネス機器事業本部と

する。 
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②部相当 

(a)海外事業企画本部 

・家電事業企画本部 海外事業企画部と環境ビジネス機器事業企画本部 海外事業企画部を統合し、

海外事業企画本部 海外事業企画部とする。 

・家電事業企画本部 海外統括営業部を海外事業企画本部に移管し、海外統括営業・営業推進部 

に名称変更する。 

    ・家電事業企画本部 アジア・中東事業推進室を海外事業企画本部に移管する。 

   (b)家電事業企画本部 

・統括営業部と営業推進部を統合し、国内統括営業・営業推進部とする。 

(c)多賀家電本部 

・第五設計部を第四設計部に統合する。 

・生産技術部 試作開発グループを試作開発センタに名称変更する。 

(d)栃木家電本部 

・空調事業部 栃木空調本部の開発センタ、生産技術部、生産管理部、品質保証部、資材部、海外推

進センタの一部を、栃木家電本部へ各々移管する。 

(e)環境ビジネス機器事業本部 

・新エネルギーシステム事業企画部を環境システム事業企画部に統合する。 

   

(3) コーポレート部門 

・空調事業部 栃木空調本部 情報システム部の一部および家電・環境機器事業部 多賀家電本部 情報

システム部、財務本部 青梅経理部 情報管理グループをトータルSCM本部に各々移管する。 

・財務本部 業務部を営業経理部に統合する。 

・総務本部 グローバル人財マネジメント部と営業総務部を再編し、グローバル人財企画部と総務部に分

割する。 

・総務本部 清水総務部および土浦事業所 総務グループを廃止する。 

 

2.役員の担当変更【2015年10月1日付】 

▽取締役 家電・環境機器事業部長 兼 輸出管理本部副本部長(取締役 家電・環境機器事業部長 兼 

環境ビジネス機器事業企画本部長 兼 輸出管理本部副本部長) 松田 美智也 

▽取締役 空調営業・サービス統括本部長 兼 空調営業本部長(取締役 空調事業部 空調営業本部長 

兼 企画室長 兼 空調サービスシステムエンジニアリング本部長) 井上 和彦 

▽取締役 総務本部長 兼 法務部長 兼 コンシューマ管理本部長(取締役 総務本部長 兼 文書・表示

監査室長 兼 コンシューマ管理本部長) 藤岡 真 

 

3.退任役員【2015年9月30日付】 

▽飯塚 愼一(常務取締役 空調事業部長 兼 新会社設立準備室長 兼 輸出管理本部副本部長) 

＊2015年10月1日付で日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社代表取締役 

▽青山 貢(常務取締役[但し、広州日立冷機有限公司(総経理)出向]) 

＊2015年10月1日付で日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社常務執行役員本部長 

▽山﨑 一平(取締役 空調事業部 新会社設立準備室員) 

＊2015年10月1日付で日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社執行役員本部長 
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▽豊島 幸雄(取締役 空調事業部 空調グローバル戦略本部長) 

＊2015年10月1日付で日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社執行役員本部長 

▽横山 英範(取締役[但し、台湾日立股份有限公司(総経理)出向]) 

＊2015年10月1日付で日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社執行役員本部長 

▽竹中 寛(取締役[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(社長)出向]) 

＊2015年10月1日付で日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社執行役員本部長 

 

4.部長相当職以上の人事異動【2015年10月1日付】 

(1) 空調営業・サービス統括本部 

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

副本部長) 西口 圭一郎 

▽企画統括室長 兼 戦略企画部長 兼 対外文書管理室長(空調事業部 空調営業本部 企画室 企

画部長 兼 対外文書管理室長) 山本 幹夫 

▽企画統括室 商品・システム企画部長(空調事業部 空調営業本部 ソリューションサポートセンタ シス

テムソリューション部長) 早田 祥樹 

▽空調営業本部 業務管理部長(空調事業部 空調営業本部 関東・広域支店 営業業務部長)  

久保 正隆 

▽空調営業本部 関東・広域支店 ファシリティ営業一部長(空調事業部 空調営業本部 関東・広域支店 

ファシリティ営業部長) 古谷 晃一郎 

▽空調営業本部 関東・広域支店 ファシリティ営業二部長(空調事業部 空調営業本部 関東・広域支店 

ファシリティ営業部担当部長) 倉本 和徳 

▽空調営業本部 関東・広域支店 ソリューション営業部長(空調事業部 空調営業本部 関東・広域支店 

ファシリティ営業部担当部長) 竹之内 伸夫 

 

(2) 家電・環境機器事業部 

▽海外事業企画本部長 兼 海外統括営業・営業推進部長(商品計画本部副本部長 兼 海外商品企画

部長) 木村 良子 

▽多賀家電本部長 兼 投資計画部長(家電・環境機器事業部 多賀家電本部長) 豊島 久則 

▽環境ビジネス機器事業本部長(家電・環境機器事業部 環境ビジネス機器営業本部長) 田口 茂 

▽海外事業企画本部 部長[但し、株式会社日立製作所より出向受入] 石井 健一 

▽海外事業企画本部 海外事業企画部長(家電・環境機器事業部 家電事業企画本部 アジア・中東事

業推進室員[但し、日立コンシューマプロダクツ[タイ]社出向]) 鳥山 和彦 

▽家電事業企画本部 国内統括営業・営業推進部長(家電・環境機器事業部 家電事業企画本部 統括

営業部長 兼 営業推進部長) 坂下 義高 

▽多賀家電本部 第三設計部長(家電・環境機器事業部 多賀家電本部 第四設計部長) 富田 隆士 

▽多賀家電本部 第四設計部長(家電・環境機器事業部 多賀家電本部 第五設計部長) 菅原 秀昭 

▽多賀家電本部 生産技術部 試作開発センタ長(家電・環境機器事業部 多賀家電本部 第三設計部

長) 米永 斉 

▽栃木家電本部 開発センタ長(家電・環境機器事業部 栃木家電本部 給湯機設計部員[但し、一般社

団法人日本電機工業会出向]) 石山 明彦 

▽栃木家電本部 生産管理部長(空調事業部 栃木空調本部 生産管理部担当部長) 上田 広史 
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▽栃木家電本部 製造･生技統括部長 兼 生産技術部長(家電・環境機器事業部 栃木家電本部 製

造･生技統括部長 兼 空調事業部 栃木空調本部 生産技術部長) 細川 義夫 

▽栃木家電本部 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) 澤田石 昌幸 

▽栃木家電本部 資材部長(空調事業部 栃木空調本部 資材部長) 川口 洋史 

▽栃木家電本部 海外推進センタ長(空調事業部 栃木空調本部 海外推進センタ担当部長) 

竹本 明伸 

 

(3) コーポレート部門 

▽商品計画本部長 兼 商品計画部長 兼 環境ビジネス機器商品企画部長 兼 デザインセンタ長(商

品計画本部長 兼 商品計画部長 兼 デザインセンタ長) 漆原 篤彦 

▽文書・表示監査室長(商品計画本部副本部長 兼 環境ビジネス機器商品企画部長) 田中 博文 

▽商品計画本部 海外商品企画部長(家電・環境機器事業部 家電事業企画本部 海外事業企画部長) 

伊藤 哲 

▽財務本部 営業経理部長(財務本部 業務部長) 髙岡 強 

▽財務本部 栃木経理部長(財務本部 栃木経理部担当部長) 佐藤 秀哉 

▽総務本部 グローバル人財企画部長[但し、株式会社日立製作所より出向受入](総務本部 グローバ

ル人財マネジメント部長[但し、株式会社日立製作所より出向受入]) 佐川 典幸 

▽総務本部 総務部長 兼 事業監理センタ長[但し、株式会社日立製作所より出向受入] 櫻井 辰也 

 

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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