
平成 20 年 2 月 29 日 

各  位 

三井不動産株式会社 

 

人事異動についてのお知らせ 

 

 

平成 20 年 4 月 1日付人事異動について下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．取締役体制 

２．執行役員体制 

３．グループ執行役員体制 

４．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 

５．監査役の異動＜予定＞ 

６．新任者の略歴 

７．部門長人事異動 

 

＊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。 

 

 

本件に関するお問合せ先 
三井不動産株式会社  広報部 

TEL 03-3246-3155 



１．取締役体制（平成２０年４月１日付） 

 

代表取締役社長   岩沙 弘道    

代表取締役副社長  大室 康一   Ｓ＆Ｅ総合研究所、不動産ソリューションサービス本部、 

東京ミッドタウン事業部、豊洲プロジェクト推進部、 

柏の葉キャンパスシティプロジェクト推進部、 

開発企画部、五反田開発部、国際事業部、 

日本橋街づくり推進部総括業務 管掌 

代表取締役副社長  曽田 立夫   監査室、総務部、広報部、経理部、業務管理部、 

情報システム部、不動産証券化推進部、関連事業部、 

リスクマネジメント関係業務、社会貢献・環境推進関係業務、 

ブランド戦略関係業務 管掌 

専務取締役     松本 光弘   住宅分譲事業関係業務 管掌 

専務取締役     生江 隆之   秘書部、人事部、アセット運用部、企画調査部、 

鑑定企画室、商業施設本部、 

アコモデーション事業本部、開発事業部、 

リゾート事業推進部、関西支社・支店総括業務 管掌 

専務取締役     影山 美樹   建設企画部、ビルディング本部 管掌 

取締役(非常勤)   青木 利晴 

取締役(非常勤)   早川 春 



２．執行役員体制（平成２０年４月１日付） 

 

社長執行役員    岩沙  弘道   

副社長執行役員   大室  康一  日本橋街づくり推進部総括業務担当 

副社長執行役員   曽田  立夫  関連事業部 関係業務担当 

専務執行役員    松本 光弘  住宅分譲事業関係業務担当  

                 （三井不動産レジデンシャル㈱ 代表取締役社長） 

専務執行役員    生江  隆之  秘書部、企画調査部、鑑定企画室、開発事業部 関係業務担当 

支店総括業務担当   

専務執行役員    影山  美樹  建設企画部 関係業務担当 

（ビルディング本部長委嘱） 

常務執行役員    竹井 英久  （不動産ソリューションサービス本部長委嘱） 

常務執行役員    齋藤  敬義  関西支社総括業務担当 

                 （関西支社長委嘱） 

常務執行役員    飯沼 喜章  （商業施設本部長委嘱） 

常務執行役員    藏本 誠三  監査室、総務部、経理部、業務管理部、情報システム部、 

不動産証券化推進部 関係業務担当 

常務執行役員    斎藤 一志  国際事業部 関係業務担当 

常務執行役員    市川 俊英  東京ミッドタウン事業部、 

リゾート事業推進部 関係業務担当 

常務執行役員    菰田 正信  広報部、人事部、アセット運用部、Ｓ＆Ｅ総合研究所、 

豊洲プロジェクト推進部、 

柏の葉キャンパスシティプロジェクト推進部、 

開発企画部、五反田開発部 関係業務担当 

                 （アセット運用部長委嘱）  

常務執行役員    北原 義一  （ビルディング本部副本部長 

兼ビルディング本部ビルディング事業企画部長委嘱） 

執行役員      上山  輝昭  （ビルディング本部副本部長委嘱） 

執行役員      小穴  哲  （アコモデーション事業本部長委嘱） 

執行役員      中井 省吾  （総務部長委嘱） 

執行役員      飯野 健司  （人事部長委嘱） 

 

 

 

 

 

 

 



３．グループ執行役員体制（平成２０年４月１日付） 

 

 グループ上席執行役員    佐藤  実（三井不動産販売株式会社） 

グループ上席執行役員    前田 昌男（株式会社ららぽーと） 

グループ執行役員      佐々木繁夫（ファースト・ファシリティーズ株式会社） 

グループ執行役員      池田  孝（三井不動産住宅サービス株式会社） 

グループ執行役員      鈴木  健（三井不動産レジデンシャル株式会社） 

グループ執行役員      浅井 裕史（三井不動産投資顧問株式会社） 

グループ執行役員      有田 洋一（三井不動産ビルマネジメント株式会社） 

グループ執行役員      安藤  正（株式会社ららぽーと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．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２０年４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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京ミッドタウン事業部、豊

洲プロジェクト推進部、柏の

葉キャンパスシティプロジェ

クト推進部、開発企画部、五

反田開発部、国際事業部 関

係業務担当 

代表取締役副社長 

Ｓ＆Ｅ総合研究所、不動産ソ

リューションサービス本部、

東京ミッドタウン事業部、豊

洲プロジェクト推進部、柏の

葉キャンパスシティプロジェ

クト推進部、開発企画部、五

反田開発部、国際事業部、 

日本橋街づくり推進部総括業

務 管掌 

 

 

副社長執行役員 

日本橋街づくり推進部総括業

務担当 

大室 康一 

 

社会貢献・環境推進関係業務 

管掌 

 

鑑定企画室 管掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

経理部、情報システム部 関

係業務担当 

代表取締役副社長 

監査室、総務部、広報部、経

理部、業務管理部、情報シス

テム部、不動産証券化推進部、

関連事業部、リスクマネジメ

ント関係業務、ブランド戦略

関係業務 管掌 

 

 

副社長執行役員 

関連事業部 関係業務担当 

曽田 立夫 



新職 

(または兼務する新職) 

解かれる職 継続する職 氏名 

 

鑑定企画室 管掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

鑑定企画室 関係業務担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事部、アセット運用部、リ

ゾート事業推進部 関係業務

担当 

（アセット運用部長委嘱） 

専務取締役 

秘書部、人事部、アセット運

用部、企画調査部、商業施設

本部、アコモデーション事業

本部、開発事業部、リゾート

事業推進部、関西支社・支店

総括業務 管掌 

 

 

専務執行役員 

秘書部、企画調査部、開発事

業部 関係業務担当 支店総

括業務担当 

生江 隆之 

顧問 常務執行役員 

関西支社総括業務担当 

（関西支社長委嘱） 

（三井不動産レジデンシャル

株式会社 専務執行役員）

（＊） 

 磯辺 真幸 

 

関西支社総括業務担当 

（関西支社長委嘱） 

（三井不動産レジデンシャル

株式会社 専務執行役員）

（＊） 

 

広報部、鑑定企画室、Ｓ＆Ｅ

総合研究所 関係業務担当 

常務執行役員 齋藤 敬義 

 

経理部、情報システム部 関

係業務担当 

 

 

常務執行役員 

監査室、総務部、業務管理部、

不動産証券化推進部 関係業

務担当 

藏本 誠三 

 

 

 

（ビルディング本部オフィス

マネジメント部長委嘱） 

執行役員 

（ビルディング本部副本部長

委嘱） 

上山 輝昭 

常務執行役員 

国際事業部 関係業務担当 

執行役員 

（国際事業部長委嘱） 

 斎藤 一志 



新職 

(または兼務する新職) 

解かれる職 継続する職 氏名 

グループ執行役員 

（三井不動産投資顧問株式会

社 代表取締役社長）（＊） 

執行役員 

（経理部長委嘱） 

 浅井 裕史 

常務執行役員 

東京ミッドタウン事業部、リ

ゾート事業推進部 関係業務

担当 

執行役員 

（東京ミッドタウン事業部長

委嘱） 

 

（東京ミッドタウンマネジメ

ント株式会社 代表取締役社

長） 

市川 俊英 

常務執行役員 

広報部、人事部、アセット運

用部、Ｓ＆Ｅ総合研究所、豊

洲プロジェクト推進部、柏の

葉キャンパスシティプロジェ

クト推進部、開発企画部、五

反田開発部 関係業務担当 

（アセット運用部長委嘱） 

グループ執行役員 

（三井不動産レジデンシャル

株式会社 取締役 常務執行

役員）（＊） 

 菰田 正信 

常務執行役員 

（ビルディング本部副本部長

委嘱） 

執行役員  

（ビルディング本部ビルディ

ング事業企画部長委嘱） 

北原 義一 

 （＊）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。



５．監査役の異動＜予定＞（平成２０年６月下旬） 

 

新職 

(または兼務する新職) 

解かれる職 継続する職 氏名 

顧問 監査役  登張 信實 

監査役 顧問  磯辺 真幸 

 監査役（非常勤）  渡邉  昭 

監査役（非常勤）   長谷川俊明 

※長谷川俊明氏は、社外監査役候補者です。 

 

 なお、以上の異動につきましては本年６月下旬開催予定の株主総会および監査役会、取締役会の決議

を経て、正式に決定される予定です。 

 

６．新任者の略歴 

 

（１）新たに監査役に就任する者（平成２０年６月下旬予定） 

  

磯辺 真幸（いそべ まさゆき） 

 生年月日  昭和２５年 ４月 １日 

 略  歴  昭和４８年 ３月    京都大学経済学部卒業 

       昭和４８年 ４月    入社 

       平成１２年 ４月    横浜支店長 

平成１５年 ４月    執行役員 住宅事業本部 都市開発第一事業部長 

       平成１７年 ４月    常務執行役員 関西支社長    

 

長谷川俊明（はせがわ としあき） 

  生年月日  昭和２３年 ９月１３日 

  略  歴  昭和４８年 ３月    早稲田大学法学部卒業 

        昭和５２年 ４月    弁護士登録（第一東京弁護士会） 

        昭和５３年 ８月    米国ワシントン大学法学修士課程修了 

        平成 ２年 １月    長谷川俊明法律事務所開設 

        平成１４年 ４月    株式会社みずほ銀行監査役就任（現任） 

        平成１５年 ６月    株式会社ブリヂストン監査役就任（現任）       

        平成１７年 ６月    株式会社損害保険ジャパン監査役就任（現任） 

        

 

 

 



７．部門長人事異動（平成２０年４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 

監査室長   清水 徹 

経理部長   弘中 聡 

ビルディング本部 業務推進室長   広川 義浩 

ビルディング本部 運営企画室長   岩崎 弘之 

ビルディング本部 千代田開発部長 ビルディング本部 業務推進室長  小野澤 康夫 

ビルディング本部 オフィスマネジメント部長 ビルディング本部 千代田開発部長  名倉 直美 

商業施設本部 業務推進室長 商業施設本部 アーバン事業部長  石神 裕之 

商業施設本部 アーバン事業部長   三木 孝行 

商業施設本部 商業施設営業部長   黒田 耕弘 

東京ミッドタウン事業部長   山本 隆志 

開発企画部長 

豊洲プロジェクト推進部長 

  浜本 渉 

リゾート事業推進部長   世古 洋介 

国際事業部長   村上 公成 

関西支社 総務部長   片山 照也 

中部支店長 商業施設本部 商業施設営業部長  新原 昇平 

（株）エヌ・ビー・エフ・オフィスマネジメント

代表取締役社長（＊） 

監査室長  本間 光雄 

（株）エスエルタワーズ 

代表取締役社長（＊） 

  坂部 直樹 

（＊）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。 


