
日経リサーチ

三機工業株式会社（代表取締役社長執行役員：梶浦卓一）は４月１日付主要人事（部長以上）・機構改革につき、次のとおりお知らせいたします。

氏　　名 新　　　職 旧　　　職

▼役員人事

松　永　博　行 執行役員営業本部長 執行役員関西副支社長

齊　藤　一　男 執行役員技術統括本部長 執行役員北海道支店長

福　井　博　俊 執行役員技術研究所長 執行役員技術開発本部長

石　田　博　一 執行役員北海道支店長 執行役員営業統括副本部長兼営業統括部長

吉　川　　博 執行役員営業副本部長 営業統括本部次長

杉　浦　　繁 執行役員ＣＳＲ推進副本部長兼主査室長 東京副支社長

國　廣　正　年 執行役員東京副支社長 東京副支社長

三　富　公　雄 退任(三機テクノサポート株式会社取締役管理部長就任予定） 執行役員経営企画室長兼経営企画部長

主要人事・機構改革のお知らせ



▼一般人事

山　口　　　理 建築設備事業本部食品機設統括室長 執行役員ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ事業部長

工　藤　正　之　 ファシリティシステム事業部長 ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ副事業部長

野　口　　　哲 東京副支社長 東京支社次長

石　渡　　　豊 秘書室長

相野谷　英　明 経営企画室長 管理本部経理部長

泉　　　和　男 安全品質環境推進室長 安全推進室長

東　山　道　夫 安全品質環境推進室安全管理部長 東京支社管理部長

佐　藤　直　人 安全品質環境推進室品質管理部長兼地球環境部長

青　木　伸　一
CSR推進本部統括部長（ＣＳＲ推進・情報システム統括）
兼情報システム部長

CSR推進本部情報ｼｽﾃﾑ室長

　　　邦　彦 CSR推進本部内部監査部長

中　川　和　則 CSR推進本部CSR推進部長 CSR推進本部CSR推進室長兼地球環境室長

川　辺　善　生 管理本部統括部長（総務・人事・大和統括） 管理本部総務部長

本　川　忠　行 管理本部統括部長（経理・広報統括）兼経理部長 管理本部人事部長

大　澤　則　介 管理本部総務部長

古　谷　伸　之 管理本部人事部長 秘書室長

三　條　延　廣 管理本部大和事業所長 経営企画室広報部長



田　島　泰　治 管理本部広報部長 海外事業統括副室長

佐々木　郁　雄 営業本部統括部長 東京支社次長

山　崎　浩　也 営業本部営業部長 営業統括本部営業統括部営業部長

植　村　淳　一 営業本部営業推進部長 営業統括本部営業統括部営業部長

長　野　晃　弘
技術研究所統括部長（建築設備開発・ﾌﾟﾗﾝﾄ設備開発統括）
兼ﾌﾟﾗﾝﾄ設備開発部長

技術開発本部研究開発部長

菊　池　克　行 技術研究所統括部長（知的財産・ｼｽﾃﾑ開発統括） ｽﾏｰﾄﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部次長

吉　崎　誠司郎 技術研究所知的財産部長 技術開発本部特許推進部長

菅　藤　和　則 技術研究所建築設備開発部長 技術開発本部研究開発部長

飯　田　浩　一 技術研究所ｼｽﾃﾑ開発部長

中　村　諭　史 建築設備事業本部企画部長 営業統括本部企画部長

渡　邉　重　人 建築設備事業本部海外事業統括室長 営業統括本部次長

加　藤　　　彰 建築設備事業本部海外事業統括室統括部長 東京支社次長

町　田　哲　哉 建築設備事業本部海外事業統括室海外営業部長 営業統括本部海外営業推進部長

砂　田　直　人 建築設備事業本部海外事業統括室海外ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長 東京支社海外ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長

平　山　　夫 建築設備事業本部食品機設統括室食品機設部長

川　嶋　昭　之 建築設備事業本部技術統括本部統括部長 営業統括本部次長兼ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ部長

田　中　俊　暁 建築設備事業本部技術統括本部技術管理部長 建築設備技術副本部長兼調達部長



天　羽　　　隆 建築設備事業本部技術統括本部技師長室長 建築設備技術本部技師長室長

宮　崎　照　明 建築設備事業本部技術統括本部技術研修ｾﾝﾀｰ長 建築設備技術本部技術研修ｾﾝﾀｰ長

中　山　敏　雄 建築設備事業本部技術統括本部技術研修ｾﾝﾀｰ副長 建築設備技術本部技術研修ｾﾝﾀｰ副長

飯　嶋　和　明 建築設備事業本部ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ統括部長 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ副長

高　井　裕　紀
建築設備事業本部ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
省ｴﾈﾙｷﾞｰ推進部長

ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ環境ｴﾈﾙｷﾞｰ 推進部長

岩　井　良　博
建築設備事業本部ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
環境ｴﾈﾙｷﾞｰ推進部長

ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ環境ｴﾈﾙｷﾞｰ 推進部長

浜　坂　順　一
建築設備事業本部ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
ｽﾏｰﾄﾋﾞﾙ推進部長

ｽﾏｰﾄﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部企画部長

高　橋　裕　樹 ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部企画部長 環境ｼｽﾃﾑ事業部企画開発部長

苑　田　敬治郎
ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部機械ｼｽﾃﾑ事業部統括部長（ﾛｼﾞﾃｯｸ・
関西支社機械システム・中部支社機械システム統括）兼ﾛｼﾞ
ﾃｯｸ部長

機械ｼｽﾃﾑ事業部ﾛｼﾞﾃｯｸ機械部長

浅　井　　　覚
ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部機械ｼｽﾃﾑ事業部統括部長（ｼｽﾃﾑ・営
業開発統括）兼営業開発部長

機械ｼｽﾃﾑ事業部機械ｼｽﾃﾑ部長

浅　沼　辰　夫
ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部機械ｼｽﾃﾑ事業部統括部長（設計・技術
統括）

機械ｼｽﾃﾑ事業部機械ｼｽﾃﾑ部長

岳　本　津　一 ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部機械ｼｽﾃﾑ事業部業務管理部長 機械ｼｽﾃﾑ事業部ﾛｼﾞﾃｯｸ機械部長

沖　本　幸　也 ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部機械ｼｽﾃﾑ事業部ｼｽﾃﾑ部長

中　島　満　徳 ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部機械ｼｽﾃﾑ事業部設計部長 機械ｼｽﾃﾑ事業部機械ｼｽﾃﾑ部長

旭　　　浩　司 ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部機械ｼｽﾃﾑ事業部技術部長 機械ｼｽﾃﾑ事業部ﾛｼﾞﾃｯｸ機械部長

山　本　光　男
ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部環境ｼｽﾃﾑ事業部統括部長（業務管理・
企画開発・購買統括）兼購買部長

環境ｼｽﾃﾑ事業部購買部長



前　田　英　幸
ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部環境ｼｽﾃﾑ事業部統括部長（環境ｿﾘｭｰ
ｼｮﾝ・ｴｱﾛｳｨﾝｸﾞ統括）兼エアロウイング部長

環境ｼｽﾃﾑ事業部ｴｱﾛｳｲﾝｸﾞ部長

松　本　昌　彦
ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部環境ｼｽﾃﾑ事業部統括部長（計画・水ｴ
ﾝｼﾞ統括）兼水エンジニアリング１部長

環境ｼｽﾃﾑ事業部水ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長

大河内　　　保 ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部環境ｼｽﾃﾑ事業部企画開発部長

梅　沢　昭　仁
ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部環境ｼｽﾃﾑ事業部環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長兼熱ｴﾝ
ｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ２部長

環境ｼｽﾃﾑ事業部熱ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長

鈴　木　厚　志 ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部環境ｼｽﾃﾑ事業部熱ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ１部長

荒　尾　　　泉 ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部環境ｼｽﾃﾑ事業部営業部長 環境ｼｽﾃﾑ事業部水ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長

高　梨　　　等 ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部環境ｼｽﾃﾑ事業部計画部長 関西支社環境ｼｽﾃﾑ部長

川　畑　正　二 ﾌﾟﾗﾝﾄ設備事業本部環境ｼｽﾃﾑ事業部水ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ2部長

澤　　　忠　男 東京支社統括部長（工務・購買・積算統括） 東京支社次長兼積算部長

新　保　順　一 東京支社統括部長（営業1・営業2統括） 東京支社営業部長

穴　口　常　明 東京支社統括部長（電気技術統括） 東京支社次長

國　吉　元　治 東京支社統括部長（電気情報統括） ｽﾏｰﾄﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部次長

苅　部　郁　生 東京支社統括部長（空衛技術・計装統括） 東京支社次長

永　野　幹　雄 東京支社統括部長（電気設計・営業3統括） 東京支社次長

高　橋　秀　多 東京支社管理部長 管理本部大和事業所長

湊　　　洋　行 東京支社工務部長 茨城支店建築設備技術部長

花　渕　公　一 東京支社営業1部長 東京支社営業部長



吉　利　和　浩 東京支社営業2部長

横　丁　隆　洋 東京支社営業3部長 東京支社営業部長

池　田　利　幸 東京支社空調衛生設計1部長 東京支社設計部長

青　木　孝　彦 東京支社空調衛生設計2部長 東京支社設計部長

岡　田　暢　明 東京支社電気設計部長 東京支社設計部長

川　上　　　博 東京支社積算部長 東京支社工務部長

中　村　俊　昭 東京支社空調衛生技術1部長 東京支社空調衛生技術部長

谷　　　俊　明 東京支社空調衛生技術2部長 東京支社空調衛生技術部長

東　　　勝　彦 東京支社空調衛生技術3部長

唐　沢　邦　夫 東京支社空調衛生技術4部長 東京支社空調衛生技術部長

後　藤　和　人 東京支社空調衛生技術5部長 東京支社空調衛生技術部長

西　川　伸　之 東京支社計装技術部長 ｽﾏｰﾄﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部技術部長

笹　澤　由　孝 東京支社電気技術1部長 東京支社電気技術部長

佐　伯　由加志 東京支社電気技術2部長 東京支社電気技術部長

鈴　木　　　建 東京支社電気技術3部長 東京支社電気技術部長

庄　司　誠　人 東京支社電気情報通信部長 ｽﾏｰﾄﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部技術部長

柳　田　哲　男 横浜支店統括部長 横浜支店次長兼営業部長



日下部　智　久 横浜支店営業部長

栢　沼　秀　雄 関東支店長 東京支社次長

福　田　守　男 関東支店統括部長 関東支店次長兼営業部長

川　上　健　次 関東支店営業部長

鹿　田　晃　彦 千葉支店長 東京支社空調衛生技術部長

林　田　　　浩 千葉支店統括部長兼営業部長 千葉支店営業部長

三　角　有　輝 千葉支店建築設備技術部長

朝　日　義　之 茨城支店長 茨城支店次長兼営業部長

久　島　克　彦 茨城支店統括部長兼建築設備技術部長 千葉支店建築設備技術部長

上　原　誠　司 茨城支店営業部長

水　谷　　　剛 関西支社統括部長（管理統括）兼管理部長 関西支社次長兼管理部長

岩　　恭　士 関西支社統括部長（営業統括） 関西支社次長

成　瀬　安　計 関西支社統括部長（技術統括） 関西支社次長

門　谷　吉　章 関西支社営業1部長 関西支社営業部長

大　平　忠　範 関西支社営業2部長 関西支社営業部長

木　村　圭　三 関西支社営業3部長 関西支社営業部長

中　川　勇　人 関西支社設計1部長 関西支社設計部長



平　岡　秀　明 関西支社設計2部長 関西支社設計部長

杉　阪　和　彦 関西支社空調衛生技術1部長

松　本　　　修 関西支社空調衛生技術2部長 関西支社空調衛生技術部長

勝　野　耕　治 京都支店長兼営業部長 関西支社空調衛生技術部長

奥　野　竜　久 四国支店建築設備技術部長 四国支店次長

田　島　孝　明 関西支社機械ｼｽﾃﾑ部長 関西支社機械ｼｽﾃﾑ営業部長

伴　　　秀　夫 関西支社環境ｼｽﾃﾑ部長

二　村　文　和 中部支社副支社長 中部支社次長

瀬　戸　　　勉 中部支社統括部長（業務・空衛・電気統括） 中部支社次長

朝　倉　和　昭 中部支社統括部長（営業・設計統括） 中部支社次長

山　中　庸　詳 中部支社営業1部長 中部支社営業部長

高　橋　正　直 中部支社営業2部長 中部支社設計部長

前　川　幸一郎 中部支社設計部長

西　出　久　美 中部支社空調衛生技術1部長 中部支社空調衛生技術部長

坂　場　政　則 中部支社空調衛生技術2部長 中部支社空調衛生技術部長

幸　田　康　敬 豊田支店長 豊田支店支店長兼空調衛生技術部長

五十川　裕　一 豊田支店空調衛生技術部長



波多野　宏　行 三河支店建築設備技術部長

堀　川　信　吾 中部支社機械ｼｽﾃﾑ部長

栗　原　祐　史 九州支店統括部長（営業統括） 九州支店営業部長

岩　井　　　誠 九州支店統括部長（技術統括）

佐　藤　敏　和 北海道支店統括部長 北海道支店次長

立　石　一　則 中国支店統括部長（営業統括） 九州支店次長兼建築設備技術部長

藤　江　茂　樹 中国支店統括部長（技術統括）兼建築設備技術部長 中国支店建築設備技術部長

関　　　和　志 中国支店営業1部長 中国支店営業部長

中　川　信　一 中国支店営業2部長 中国支店営業部長

志　賀　道　男 東北支店統括部長（営業統括） 東北支店次長

平　　　直　衛 東北支店統括部長（技術統括） 東北支店次長

中　谷　英　一 北陸支店統括部長（営業統括）兼営業部長 北陸支店次長兼営業部長

佐　柄　孝　二 北陸支店統括部長（技術統括） 東京支社空調衛生技術部長

吉　田　　　裕 北陸支店建築設備技術1部長 北陸支店建築設備技術部長

五十嵐　一　雄 北陸支店建築設備技術2部長 北陸支店金沢営業所長

門　脇　公　夫 ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ副事業部長 ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ事業部次長

清　水　和　彦 ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ事業部統括部長兼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部長 ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ事業部次長兼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部長



佐　野　光　宏 ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ事業部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部長 ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ事業部ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ部長

川　口　淳　二 ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ事業部ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ1部長 ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ事業部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部長

塚　根　隆　行 ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ事業部ﾌｧｼﾘﾃｨｼｽﾃﾑ2部長



▼機構改革

【【【【安全品質環境推進室安全品質環境推進室安全品質環境推進室安全品質環境推進室】】】】

１．安全品質環境推進室を新設し、安全管理部、品質管理部を設置

２．ＣＳＲ推進本部の地球環境室を地球環境部へ改称し、安全品質環境推進室へ移管

【ＣＳＲ【ＣＳＲ【ＣＳＲ【ＣＳＲ推進本部推進本部推進本部推進本部】】】】

３．内部監査室を内部監査部へ改称し、ＣＳＲ推進本部へ移管

４．ＣＳＲ推進室をＣＳＲ推進部へ改称

５．情報システム室を情報システム部と改称

【【【【管理本部管理本部管理本部管理本部】】】】

６．広報部を経営企画室から管理本部へ移管

【【【【営業本部営業本部営業本部営業本部】】】】

７．営業統括本部を廃止し、営業本部を新設し、営業部、営業推進部を設置

【【【【技術研究所技術研究所技術研究所技術研究所】】】】

８．技術開発本部を技術研究所へ改称

９．特許推進部を知的財産部に改称

10．研究開発部を建築設備開発部、システム開発部、プラント設備開発部に分割する

【【【【建築設備事業本部建築設備事業本部建築設備事業本部建築設備事業本部】】】】

11．建築設備事業本部を新設し、企画部を設置

【【【【建築設備事業本部 海外事業統括室建築設備事業本部 海外事業統括室建築設備事業本部 海外事業統括室建築設備事業本部 海外事業統括室】】】】

12．営業統括本部海外営業推進部、東京支社海外エンジニアリング部を統合し、海外事業統括室とし、

　海外営業部および海外エンジニアリング部を設置

【【【【建築設備事業本部 食品機設統括室建築設備事業本部 食品機設統括室建築設備事業本部 食品機設統括室建築設備事業本部 食品機設統括室】】】】

13．建築設備事業本部食品機設統括室を新設し、食品機設部を設置

【【【【建築設備事業本部 技術統括本部建築設備事業本部 技術統括本部建築設備事業本部 技術統括本部建築設備事業本部 技術統括本部】】】】

14．建築設備技術本部を建築設備事業本部技術統括本部へ改称し技術管理部を設置



【【【【エネルギーソリューションセンターエネルギーソリューションセンターエネルギーソリューションセンターエネルギーソリューションセンター】】】】

15．エネルギーソリューションセンターに省エネルギー推進部、スマートビル推進部を新設

【【【【プラントプラントプラントプラント設備事業本部設備事業本部設備事業本部設備事業本部】】】】

16．プラント設備事業本部を新設し、企画部を設置

【【【【機械機械機械機械システムシステムシステムシステム事業部事業部事業部事業部】】】】

17．機械システム事業部に業務管理部を新設

18．ロジテック機械部および機械システム部を再編し、ロジテック部、システム部、

　営業開発部、設計部、技術部とする

【【【【環境環境環境環境システムシステムシステムシステム事業部事業部事業部事業部】】】】

19．環境システム事業部に環境ソリューション部、熱エンジニアリング１部、２部、

　営業部、計画部、水エンジニアリング１部、２部を新設

【【【【東京支社東京支社東京支社東京支社】】】】

20．東京支社に電気情報通信部、計装技術部、営業１部～３部、空調衛生設計１部、２部、

　電気設計部、空調衛生技術１部～５部、電気技術１部～３部を新設

【【【【関西支社関西支社関西支社関西支社】】】】

21．関西支社に営業１部～３部、設計１部、２部、空調衛生技術１部、２部、を新設

22．関西支社の機械システム営業部を機械システム部へ改称

【【【【四国支店四国支店四国支店四国支店】】】】

23．四国支店建築設備技術部を新設

【【【【中部支社中部支社中部支社中部支社】】】】

24．中部支社に営業１部、２部、空調衛生技術１部、２部を新設

25．中部支社の機械システム営業部を機械システム部へ改称

【【【【中国支店中国支店中国支店中国支店】】】】

26．中国支店に営業１部、２部を新設

【【【【北陸支店北陸支店北陸支店北陸支店】】】】

27．北陸支店に建築設備技術１部、２部を新設

【【【【ファシリティシステムファシリティシステムファシリティシステムファシリティシステム事業部事業部事業部事業部】】】】

28．ファシリティシステム事業部にファシリティシステム１部、２部を新設



▼主旨

１、２　関係法令をはじめとする社会的な要求事項に対応するため

３，４，５　組織機能の明確化を図るため

６　ＩＲ強化等広報機能の見直しを図るため

７　全社横断的な組織とし、国内外の全事業の営業関連機能を集中、整理するため

８、９、10  研究開発業務効率の一層の向上を図るため

11　事業部門の統括機能を効率的に発揮するため

12　国外現地法人と国内海外事業を統括するため

13　食品機設事業の営業および技術強化を図り、全社横断的な事業として機能させるため

14　業容に応じた組織とするため

15　スマートビルソリューション事業部の企画開発部門を移管し、業容に応じた組織とするため

16　事業部門の統括機能を効率的に発揮するため

17　総合管理するため

18　製品開発、技術情報の共有化による効率向上を図るため

19  戦略製品と民間顧客向け組織の強化を図るため

20、21、22、23、24、25、26、27、28　業容に応じた組織とするため


