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２０２０年９月１４日 

各 位 

   三井不動産リフォーム株式会社 

 
 

 

２０２０年１０月１日付三井デザインテック株式会社人事体制についてのお知らせ 

 
 

２０２０年１０月１日、三井不動産リフォーム株式会社は、三井デザインテック株式会社

との統合にあたり、２０２０年１０月１日付での三井デザインテック株式会社人事体制を

別紙のとおり決定しましたので、お知らせいたします。  

 
 
 
 

＜別紙＞  

１．取締役・監査役・執行役員体制および顧問（２０２０年１０月１日付） 

２．取締役・監査役・執行役員・顧問の略歴 

３．部門長等体制（２０２０年１０月１日付） 
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   別紙 

 １．取締役・監査役・執行役員体制および顧問（２０２０年１０月１日付） 

＊2020 年 9 月下旬に開催予定の臨時株主総会および 2020 年 10 月 1 日開催予定の取締役会決議を経て、正式に決定される

予定です。 

＊2020 年 9 月 4 日の取締役会決議を経て、2020 年 10 月 1 日より執行役員制度を導入する予定です。 

 

（１）取締役・監査役体制（２０２０年１０月１日付） 

 
取締役会長         井上    徹  

代表取締役社長         檜木田   敦 監査室 管掌 

取締役 荻野 博幸 リフォーム事業本部 管掌 

取締役 城山 浩二 関西支店、中部支店、品質管理室 管掌 

取締役 飯田 和男 スペースデザイン事業本部、ソリューション推進部、

デザインマネジメント部 管掌 
 

取締役 玉留 勇輝 インテリアデザイン事業本部 管掌 

取締役 桂田 慶吾 総務人事部 管掌 

取締役         斉藤     健 経営企画部 管掌 

取締役（非常勤） 山下 大輔  

監査役         森川  満  

監査役         大城    健嗣  

監査役（非常勤）         鈴木     孝昭  

 

（２）執行役員体制（２０２０年１０月１日付） 

 
社長執行役員 檜木田 敦 監査室 関係業務担当 

常務執行役員 荻野 博幸 リフォーム事業本部長 委嘱 

常務執行役員 城山 浩二 中部支店、品質管理室 関係業務担当 

常務執行役員 飯田 和男 スペースデザイン事業本部長 委嘱 

常務執行役員 玉留 勇輝 インテリアデザイン事業本部長、ホームインテリア事

業部長 委嘱 

常務執行役員 池田 冬彦 すまいサポート株式会社 代表取締役社長 

執行役員 桂田 慶吾 総務人事部長 委嘱 

執行役員 斉藤    健 経営企画部長 委嘱 

執行役員   鶴見 俊一  関西支店長 委嘱 

執行役員  内田 大造 インテリアデザイン事業本部副本部長、リビングデザ

イン事業部長 委嘱 

執行役員  見月 伸一 ソリューション推進部長、デザインマネジメント部長 

委嘱 
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執行役員 田口  哲 スペースデザイン事業本部副本部長、リノベーション

事業部長 委嘱 

執行役員 佐野 英二 スペースデザイン事業本部副本部長、スペースデザイ

ン事業部長 委嘱 

執行役員 榎本 昌司 リフォーム事業本部副本部長、マンション営業３部長 

委嘱 

 

（３）顧問（２０２０年１０月１日付） 
 

顧問                                   渋谷 忠彦 

 
 

２．取締役・監査役・執行役員・顧問の略歴 

 

（１）取締役 

■井上 徹（いのうえ とおる）  

生年月日 １９５７年 ３月１４日 

略  歴 １９８０年 ４月 三井不動産株式会社入社 

                      ２００９年 ４月 三井不動産レジデンシャル株式会社 執行役員 

                      ２０１１年 ４月 三井不動産株式会社 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 

      ２０１３年 ４月 三井不動産レジデンシャル株式会社 取締役 専務 

               執行役員 

             ２０１７年 ４月 三井不動産リフォーム株式会社  代表取締役社長 

社長執行役員（現任） 

            ２０１８年４月 三井不動産株式会社 グループ上席執行役員（現 

                    任） 

 

■檜木田 敦（ひのきだ  あつし） 

生年月日 １９６２年 ３月２１日 

略  歴 １９８４年 ４月 三井不動産株式会社入社 

        ２０１９年 ４月 三井デザインテック株式会社  専務取締役 経営企

画部長（現任） 

 

■荻野 博幸（おぎの ひろゆき） 

 生年月日 １９５７年６月１７日 

略  歴 １９８１年 ４月 三井ホーム株式会社入社 

       ２００８年 ４月 三井ホームリモデリング株式会社入社（※２） 

       ２０１８年 ４月     三井不動産リフォーム株式会社 取締役 常務執行 

                役員 首都圏営業本部長（現任） 
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■城山 浩二（じょうやま こうじ） 

  生年月日 １９５７年９月２３日 

略  歴    １９７６年４月 関東配管株式会社入社 

     １９８７年５月    三井ホームサービス株式会社入社（※１） 

        ２００４年４月 三井ホームリモデリング株式会社入社（※２） 

        ２０２０年４月 三井不動産リフォーム株式会社 取締役 常務執行 

                役員 首都圏技術本部長 兼 ソリューション事業 

               本部長（現任） 
 

■飯田 和男（いいだ かずお） 

   生年月日 １９５９年 ７月２日 

略  歴 １９８３年 ４月 三井不動産株式会社入社 

        ２０１５年 ４月 三井デザインテック株式会社  常務取締役  スペース 

             デザイン事業部長 

     ２０１９年 ４月 常務取締役  スペースデザイン事業本部長（現任） 

 

■玉留 勇輝（たまる ゆうき） 

   生年月日 １９６４年１０月１６日 

略  歴 １９８８年 ４月 三井ホームインテリア株式会社入社（※１） 

               ２０１６年 ４月 三井デザインテック株式会社 取締役 インテリア

デザイン事業本部 リビングデザイン事業部長 

２０２０年 ４月 取締役 インテリアデザイン事業本部長 兼 ホー

ムインテリア事業部長（現任） 

 

■桂田 慶吾（かつらだ けいご）  

   生年月日 １９６７年１月７日 

略  歴 １９９０年 ４月 三井不動産株式会社入社 

     ２０１８年 ４月 三井不動産リフォーム株式会社 監査役（非常勤） 

     ２０１９年 ４月 三井デザインテック株式会社 監査役（非常勤） 

            ２０２０年 ４月 取締役   総務人事部長（現任） 

 

■斉藤 健（さいとう たけし）    

生年月日 １９６８年９月２６日 

略  歴 １９９２年 ４月 三井不動産株式会社入社 

            ２０２０年 ４月 三井不動産リフォーム株式会社   取締役   執行役員 

経営企画部長 兼 営業推進部長（現任） 
 

■山下 大輔（やました だいすけ）  

生年月日 １９６６年３月１５日 

略  歴 １９８８年 ４月 三井不動産株式会社入社 
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            ２０１７年 ４月 同社 すまいとくらしの連携本部 業務推進室長

（現任） 

                 三井不動産リフォーム株式会社 取締役（非常勤）

（現任） 

       ２０１９年 ４月 三井デザインテック株式会社 取締役（非常勤） 

                 （現任） 

 

（２）監査役 
 

■森川 満（もりかわ みつる）  

      生年月日 １９５８年１０月７日 

略  歴 １９８３年 ４月 三井ホーム株式会社入社 

        ２０１７年 ４月 三井デザインテック株式会社  監査役（現任） 
 

■大城 健嗣（おおき けんじ）  

生年月日 １９６１年７月２６日 

略  歴 １９８５年 ４月 三井不動産株式会社入社 

            ２０１７年 ６月 三井不動産リフォーム株式会社   監査役（現任） 
 

■鈴木 孝昭（すずき たかあき）  

生年月日 １９７４年１１月１４日 

略  歴 １９９８年 ４月 三井不動産株式会社入社 

            ２０２０年 ４月 同社 すまいとくらしの連携本部 業務推進室 

 業務推進グループ長（現任） 

三井デザインテック株式会社 監査役（非常勤） 

                （現任） 

三井不動産リフォーム株式会社   監査役（非常勤） 

                （現任） 
 

（３）執行役員 
 

■池田 冬彦（いけだ ふゆひこ）   

      生年月日 １９５９年１２月２９日 

略  歴    １９８２年４月 日本新都市開発株式会社入社 

                      １９９３年４月 三井デザインテック株式会社入社 

         ２００４年４月 三井ホームリモデリング株式会社入社（※２） 

            ２０１９年４月 三井不動産リフォーム株式会社 常務執行役員（現

任） 

               すまいサポート株式会社  代表取締役社長（現任） 
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■鶴見 俊一（つるみ としいち） 

生年月日 １９６４年２月１８日 

略  歴 １９８６年 ４月 三井ホームインテリア株式会社入社（※１） 

     ２００４年４月 三井ホームリモデリング株式会社入社  （※２） 

            ２０２０年 ４月 三井不動産リフォーム株式会社 執行役員 関西支 

               店長（現任） 

 

■内田 大造（うちだ だいぞう）   

生年月日 １９６５年 １０月８日 

略  歴 １９８８年 ４月 三井不動産販売株式会社入社 

            ２００８年 ４月 三井不動産レジデンシャル株式会社入社 

            ２０１９年 ４月 三井デザインテック株式会社  取締役インテリアデ

ザイン副事業本部長 兼 リビングデザイン事業部

長（現任） 

 

■見月 伸一（みつき しんいち）   

生年月日 １９６６年１月９日 

略  歴 １９９０年 ４月 三井デザインテック株式会社入社 

               ２０２０年 ４月 ソリューション推進部長   兼   デザインマネジメント

部長（現任） 

 

■田口 哲（たぐち てつ）   

生年月日 １９６６年９月２６日 

略  歴 １９９１年 ９月 三井不動産株式会社入社 

            ２０１８年 ４月 三井不動産リフォーム株式会社   執行役員 ソリュ

ーション事業本部副本部長   リノベーション事業部

長（現任） 

 

■佐野 英二（さの えいじ）   

生年月日 １９６７年９月１９日 

略  歴 １９９１年 ４月 三井デザインテック株式会社入社 

               ２０２０年 ４月 スペースデザイン事業本部  スペースデザイン事業部

長（現任） 

 

■榎本 昌司（えもと しょうじ）   

生年月日 １９６８年８月１８日 

略  歴 １９８７年 ４月 三井ホームインテリア株式会社入社（※１） 

           ２００４年４月   三井ホームリモデリング株式会社入社 （※２） 
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           ２０２０年 ４月  三井不動産リフォーム株式会社 執行役員 首都圏

営業本部 副本部長   マンション営業３部長（現任） 

 
 

（４）顧問 

 

■渋谷 忠彦（しぶや ただひこ）  

      生年月日 １９５４年１０月１６日 

略     歴 １９７７年 ４月 三井ホーム株式会社入社 

     ２００６年 ４月 同社 取締役 

     ２０１３年 ４月 三井デザインテック株式会社   代表取締役社長 （現 

             任） 

           ２０１８年 ４月 三井ホーム株式会社 グループ上席執行役員（現 

                   任） 

 

（※１） 三井ホームインテリア株式会社と三井ホームサービス株式会社は、1989 年 4 

     月に統合し、三井デザインテック株式会社に商号変更いたしました。 

（※２） 三井ホームリモデリング株式会社は、2012 年 4 月に三井不動産リフォーム株 

     式会社に商号変更いたしました。 

 
 

 ３．部門長等体制（２０２０年１０月１日付）※執行役員委嘱分を除く 

 

（１）部門長等体制（２０２０年１０月１日付） 

監査室長 野田 信義 

品質管理室長 武井 正文 

スペースデザイン事業本部オフィスデザイン事業部長 高木 信哉 

スペースデザイン事業本部ホテルデザイン事業部長 加藤 充男 

スペースデザイン事業本部レジデンス事業部長  片桐     朋久 

インテリアデザイン事業本部企画営業部長 平松     健 

リフォーム事業本部副本部長 

技術サポート２部長 

阿久根 由夫 

リフォーム事業本部技術推進部長 池野 昭宏 

リフォーム事業本部ＣＳ推進部長 水越 勇夫 

リフォーム事業本部技術サポート１部長 藤永 英雄 

リフォーム事業本部マンション営業１部長 和田 晃明 

リフォーム事業本部マンション営業２部長 栗原 考至 

リフォーム事業本部戸建営業部長 良倉 憲治 

リフォーム事業本部神奈川営業部長 大髙     淳 

中部支店長 岡本     淳 

以 上 


