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組織改正ならびに人事異動についてのお知らせ 

 

 

三井不動産グループは、中期経営計画「イノベーション 2017 ステージⅡ」の推進に伴うグループ各

社、各部門におけるミッション達成のための最適な組織体制を構築することを目的として、平成２７年

１０月１日付で組織改正ならびに人事異動を行うことを決定しましたのでお知らせいたします。 

 

 

１．組織改正概要（平成２７年１０月１日付） 

２．取締役・執行役員・グループ執行役員の異動および担当業務変更（平成２７年１０月１日付） 

３．新任者の略歴 

４．部門長等人事異動（平成２７年１０月１日付） 

５．取締役・監査役体制（平成２７年１０月１日付） 

６．執行役員体制（平成２７年１０月１日付） 

７．グループ執行役員体制（平成２７年１０月１日付） 

８．平成２７年１０月１日付組織図 

 

 

 

 

 

＊本日、この資料は兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．組織改正概要（平成２７年１０月１日付） 

 

（１）「賃貸住宅事業部」の廃止 

当社の賃貸住宅事業を、平成 27年 10月 1日を効力日とする会社分割によって、三井不動産レジ

デンシャルへ承継することにともない、「賃貸住宅事業部」を廃止します。 

 

 

２．取締役・執行役員・グループ執行役員の異動および担当業務変更（平成２７年１０月１日付） 

 

新職 

(または兼務する新職) 

解かれる職 継続する職 氏名 

 

賃貸住宅事業関係業務 管掌 

 

 

 

取締役 

住宅分譲事業関係業務 管掌 

 

藤林 清隆 

 

賃貸住宅事業 関係業務担当 

 常務執行役員 

住宅分譲事業 関係業務担当 

（三井不動産レジデンシャル

株式会社 代表取締役社長） 

 

（三井不動産レジデンシャル

株式会社 取締役副社長執行

役員）（*） 

 常務執行役員 

（アコモデーション事業本部

長委嘱） 

 

山本 隆志 

グループ執行役員 

（三井不動産レジデンシャル

株式会社 常務執行役員）（*） 

執行役員 

（賃貸住宅事業部長委嘱） 

 池田 明 

 

 （*）につきましては、今後行われる各社の手続きを経て正式に決定される予定です。 

 

 

３．新任者の略歴 

 

（１）新たにグループ執行役員に就任する者（平成２７年１０月１日付） 

  

■池田 明（いけだ あきら） 

  生年月日  昭和３６年 ９月 ４日 

  略  歴  昭和６０年 ３月  早稲田大学政治経済学部卒業 

        昭和６０年 ４月  入社 

        平成２５年 ４月  アコモデーション事業本部 賃貸住宅事業部長 

        平成２７年 ４月  執行役員 アコモデーション事業本部 賃貸住宅事業部長（現任） 



４．部門長等人事異動（平成２７年１０月１日付） 

 

新職 

(または兼務する職) 

解かれる職 継続する職 氏名 

三井不動産ロジスティクスリー

トマネジメント㈱ 

代表取締役社長 

 ロジスティクスリート準備

室長 

図子 智衆 

㈱エム・エス・ビルサポート 

代表取締役社長 

  三浦 憲政 

臼津開発㈱ 代表取締役社長   岡野 猛 

 

 

５．取締役・監査役体制（平成２７年１０月１日付） 

 

代表取締役会長  岩沙 弘道 

代表取締役社長  菰田 正信  監査室、経営企画部 管掌 

代表取締役    飯沼 喜章  商業施設本部、アコモデーション事業本部、ロジスティクス本部、 

関連事業部、東京ミッドタウン事業部、豊洲プロジェクト推進部、 

                柏の葉街づくり推進部、開発企画部、五反田開発部 管掌 

取締役      斎藤 一志  海外事業本部 管掌 

取締役      北原 義一  建設企画部、不動産ソリューションサービス本部、 

                ビルディング本部、ベンチャー共創事業部、日比谷街づくり推進部、 

                日本橋街づくり推進部総括業務 管掌 

取締役      飯野 健司  秘書部、広報部、人事部、Ｓ＆Ｅ総合研究所、 

関西支社・支店総括業務 管掌 

取締役      藤林 清隆  住宅分譲事業および賃貸住宅事業関係業務 管掌 

取締役      佐藤 雅敏  総務部、経理部、企画調査部、情報システム部 管掌 

取締役（非常勤） 松島 正之 

取締役（非常勤） 山下 徹 

取締役（非常勤） 江頭 敏明 

取締役（非常勤） 江川 雅子 

 

常任監査役    浅井 裕史 

監査役      西山 晃一 

監査役（非常勤） 長谷川 俊明 

監査役（非常勤） 加藤 義孝 

監査役（非常勤） 真砂 靖 

 



６．執行役員体制（平成２７年１０月１日付） 

 

会長執行役員    岩沙  弘道   

社長執行役員    菰田 正信  監査室、経営企画部 関係業務担当 

副社長執行役員   飯沼 喜章  関連事業部 関係業務担当 

専務執行役員    斎藤 一志  （海外事業本部長委嘱） 

専務執行役員    北原 義一  建設企画部、ベンチャー共創事業部 関係業務担当 

日本橋街づくり推進部 総括業務担当 

（ビルディング本部長委嘱） 

専務執行役員    川本 正一郎 企画調査部、Ｓ＆Ｅ総合研究所 関係業務担当 

常務執行役員    飯野 健司  秘書部、広報部、人事部 関係業務担当 

支店 総括業務担当 

常務執行役員    藤林 清隆  住宅分譲事業および賃貸住宅事業 関係業務担当  

                 （三井不動産レジデンシャル株式会社 代表取締役社長） 

常務執行役員    佐藤 雅敏  総務部、経理部、情報システム部 関係業務担当 

常務執行役員    中井 省吾  関西支社 総括業務担当 

                  （関西支社長委嘱） 

常務執行役員    小野澤 康夫 日比谷街づくり推進部、東京ミッドタウン事業部、 

                 豊洲プロジェクト推進部、柏の葉街づくり推進部、開発企画部、 

五反田開発部 関係業務担当 

常務執行役員    石神 裕之  （商業施設本部長委嘱） 

常務執行役員    山本 隆志  （アコモデーション事業本部長委嘱） 

常務執行役員    船岡 昭彦  （海外事業本部 副本部長 兼 業務推進室長委嘱） 

常務執行役員    植田 俊   （ビルディング本部 副本部長 兼 業務推進室長委嘱） 

執行役員      世古 洋介  （総務部長委嘱） 

執行役員      三木 孝行  （ロジスティクス本部長 兼 ロジスティクス事業開発部長委嘱） 

執行役員      弘中 聡   （不動産ソリューションサービス本部長委嘱） 

執行役員      浜本 渉   （経営企画部長委嘱） 

執行役員      広川 義浩  （商業施設本部 副本部長 兼 商業施設運用部長委嘱） 

執行役員      齋藤 宏樹  （人事部長委嘱） 

執行役員      大林 修   （海外事業二部長委嘱） 

 

 

 

 

 

 

 

 



７．グループ執行役員体制（平成２７年１０月１日付） 

 

グループ上席執行役員  山代 裕彦（三井不動産リアルティ株式会社） 

グループ上席執行役員  尾崎 昌利（三井不動産リフォーム株式会社） 

グループ執行役員    井上  徹（三井不動産レジデンシャル株式会社） 

グループ執行役員       冨川 秀二（三井不動産投資顧問株式会社） 

グループ執行役員    守屋 秀樹（三井不動産レジデンシャル株式会社） 

グループ執行役員    池田  明（三井不動産レジデンシャル株式会社） 



８．平成２７年１０月１日付組織図
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