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2016年 3月 9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【2016年 4月 1日付】 

(1)空調営業・サービス統括本部 

①部相当 

(a)直属 

・宣伝企画部を新設し、企画統括室 商品・システム企画部の機能の一部を移管する。 

・グループ会社統括室を新設する。 

(b)空調営業本部 

・Smart Transformation推進部を新設する。 

・関東・広域支店に広域統括部を新設し、広域統括部内にファシリティ営業一部、ファシリティ営 

業二部、ディーラー営業部、ソリューション営業部を置く。 

・関東・広域支店の空調リビング営業一部と空調リビング営業二部を統合し、空調リビング営業部 

とする。 

(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、家電事業企画本部、環境ビジネス機器事業本部を再編し、事業企画本部と 

営業企画本部とする。 

・モノづくり統括部を再編し、モノづくり改革本部とする。 

・青梅照明本部を再編し、青梅照明部とする。 

②部相当 

(a)事業企画本部 

・事業企画本部に企画統括部、海外事業企画部、ユーティリティ事業企画部、冷蔵庫・調理事業

企画部、キッチンソリューション事業企画部、LED･新エネルギー事業企画部、給湯機事業企画

部を置く。 

(b)営業企画本部 

・営業企画本部に家電営業推進部、ユーティリティ営業部、冷蔵庫・調理営業部、環境機器営業 

推進部、環境機器第一営業部、環境機器第二営業部を置く。 

(c)多賀家電本部 

・コストセンタを資材部 VEC管理グループに統合する。 
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(3)コーポレート部門 

①本部相当以上 

・圧縮機事業統括室を新設する。 

・商品企画本部を商品戦略本部に名称変更する。 

②部相当 

(a)商品戦略本部 

・商品戦略本部に海外統括営業・営業推進部を置く。 

(b)トータル SCM本部 

・栃木情報システムグループを栃木情報システム部とする。 

 

2.役員異動 

(1)昇格【2016年 4月 1日付】 

▽常務取締役 空調営業・サービス統括本部長(取締役 空調営業・サービス統括本部長 兼 空調

営業本部長) 井上 和彦 

(2)新任【2016年 4月 1日付】 

▽取締役 家電・環境機器事業部副事業部長 兼 栃木家電本部長(家電・環境機器事業部 多賀

家電本部長 兼 投資計画部長) 豊島 久則 

(3)担当の変更【2016年 4月 1日付】 

▽常務取締役 財務本部長 兼 財務部長 兼 投資計画部長(常務取締役 財務本部長 兼 財務

部長) 加藤 正俊 

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

輸出管理本部副本部長) 松田 美智也 

(4)退任【2016年 3月 31日付】 

▽須賀 久央(取締役 EMS事業推進室長 兼 輸出管理本部長 兼 モノづくり統括部長) 

＊2016年 4月 1日付で社長付に就任予定。  

 

3.部長相当職以上の人事異動【2016年 4月 1日付】 

(1)直属 

▽理事 社長付 兼 経営企画室長 兼 家電・環境機器事業部 事業企画本部長(理事 社長付 兼 

経営企画室長) 深水 祥光 

(2)空調営業・サービス統括本部 

▽空調営業本部長 兼 関東・広域支店長(空調営業本部副本部長 兼 関東・広域支店長) 伊知

地 彰彦 

▽空調営業本部 関東・広域支店 広域統括部長(空調営業本部 中部支店長) 西本 利勝 

▽空調営業本部 中部支店長(空調営業本部 北日本支店長) 雨森 清 

▽空調営業本部 北日本支店長(空調営業本部 関東・広域支店 ディーラー営業部長) 大築 成

規 

▽企画統括室 宣伝企画部長(空調営業本部 本部長付) 河野 恭二 

▽グループ会社統括室長(日立空調関東株式会社 取締役社長) 石井 優 
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▽ソリューションサポートセンタ長 兼 ICT 推進センタ長 兼 エネルギーソリューション部長(ソリュ

ーションサポートセンタ長 兼 ICT推進センタ長) 中田 雅己 

▽空調営業本部 Smart Transformation推進部長(空調営業本部 販売管理部長) 稲本 裕 

▽空調営業本部 販売管理部長(空調営業本部 販売管理部担当部長) 金井 浩二 

▽空調営業本部 関東・広域支店 首都圏営業部長 兼 広域統括部 ディーラー営業部長(空調営

業本部 関東・広域支店 首都圏営業部長) 吉開 裕介 

▽空調営業本部 関東・広域支店 空調リビング営業部長(空調営業本部 関東・広域支店 空調リ

ビング営業一部長) 山際 英一郎 

▽空調営業本部 九州支店 営業部長(空調営業本部 北陸支店 営業部長) 今 創一郎 

▽空調サービスシステムエンジニアリング本部 関西サービスエンジニアリングセンタ長 兼 エンジ

ニアリング部長(空調サービスシステムエンジニアリング本部 東北サービスエンジニアリングセン

タ長) 渡辺 光正 

▽空調サービスシステムエンジニアリング本部 東北サービスエンジニアリングセンタ長(空調サービ

スシステムエンジニアリング本部 東北サービスエンジニアリングセンタ部長代理) 高橋 亮 

(3)家電・環境機器事業部 

▽事業企画本部副本部長(多賀家電本部副本部長) 井岡 愛治 

▽事業企画本部副本部長 兼 給湯機事業企画部長[但し、日立コンシューマ・マーケティング株

式会社より出向受入](日立コンシューマ・マーケティング株式会社 東北支社長) 竹林 正人 

▽営業企画本部長(家電事業企画本部長) 三好 庸一  

▽営業企画本部副本部長[但し、日立コンシューマ・マーケティング株式会社より出向受入](家電事

業企画本部副本部長[但し、日立コンシューマ・マーケティング株式会社より出向受入]) 秋山 

雄二 

▽モノづくり改革本部長(多賀家電本部副本部長) 五月女 京次 

▽多賀家電本部長(多賀家電本部技師長 兼 副本部長) 小澤 透 

▽多賀家電本部副本部長 兼 日立多賀テクノロジー株式会社 取締役社長(多賀家電本部 生産 

管理部長) 飛田 憲一 

▽栃木家電本部主管技師長(栃木家電本部員[但し、株式会社日立製作所出向]) 荒木 邦成 

▽多賀家電本部 生産管理部長(多賀家電本部員[但し、上海日立家用電器有限公司出向]) 近江 

豊 

▽多賀家電本部 資材部長(多賀家電本部 コストセンタ長) 佐々木 直人 

▽栃木家電本部 冷蔵庫設計部主管技師(栃木家電本部員[但し、日立コンプレッサータイランド[タ

イ]社出向]) 池田 孝史 

(4)コーポレート部門 

▽圧縮機事業統括室長 兼 日立コンプレッサータイランド[タイ]社長(家電・環境機器事業部 栃木

家電本部長) 関口 浩一 

▽商品戦略本部担当本部長 兼 海外統括営業・営業推進部長(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) 木村 良子 

▽調達本部長(家電・環境機器事業部 多賀家電本部 資材部長) 池田 明 
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▽トータル SCM本部 栃木情報システム部長(トータル SCM本部 栃木情報システムグループ 

取纏主任技師) 川瀬 吉規 

▽総務本部 栃木総務部長[但し、株式会社日立製作所より出向受入](株式会社日立製作所 社会

イノベーション事業推進本部 総務部長) 阿部 隆司 

 

4.グループ会社社長人事【2016年 4月 1日付】 

▽日立アプライアンス株式会社 圧縮機事業統括室長 兼 日立コンプレッサータイランド[タイ]社長 

  (日立アプライアンス株式会社 家電・環境機器事業部 栃木家電本部長) 関口 浩一 

▽日立空調関東株式会社 取締役社長(株式会社新潟日立 取締役社長) 斉藤 光明 

▽株式会社新潟日立 取締役社長(株式会社新潟日立 常務取締役) 竹内 宏 

▽神奈川日立空調株式会社 取締役社長(日立空調関東株式会社 取締役) 坂内 啓滋 

▽日立アプライアンス株式会社 家電・環境機器事業部 多賀家電本部副本部長 兼 日立多賀テク

ノロジー株式会社 取締役社長(日立アプライアンス株式会社 家電・環境機器事業部 多賀家電

本部 生産管理部長) 飛田 憲一 

以上 
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