
平成 28 年 3 月 18 日 

各位 

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 

 

当社及び主要グループ会社の人事異動のお知らせ 
（幹部社員） 

 
当社及び主要グループ会社の人事異動（幹部社員）について下記の通り決定いたしましたのでお知らせいた

します。 

 

記 

 

  主要グループ会社について、別紙の通り実施を致します。 

１．株式会社 TOKAI ホールディングス 

２．株式会社 TOKAI 

３．株式会社 TOKAI コミュニケーションズ 

４．東海ガス株式会社 

５．株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク 

６．株式会社 TOKAI マネジメントサービス 

 

（以上 平成 28 年 4 月 1日 実施予定） 

 

 

以 上 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 人事企画部 

TEL：054-273-4932 

 



［別紙］

           平成２８年度 人事異動について（部長・支店長等）

1.株式会社TOKAIホールディングス

【部長等】                     （新）                    （現）
長井　正成 経営管理本部 海外事業部長 海外担当特命部長
溝口　恭彦 事業開発推進本部 事業開発・ｱﾗｲｱﾝｽ推進部長 経営企画本部 事業開発・ｱﾗｲｱﾝｽ推進部長
前島　吉雅 経営管理本部 海外事業部参事 経営企画本部 事業開発・ｱﾗｲｱﾝｽ推進部参事
酒井　健一 経営管理本部 電力･ｶﾞｽ事業推進室長、社長室参事 経営企画本部 電力･ｶﾞｽ事業推進室長、社長室参事
内田　勝也 管理部長 総務本部 管理部長
小玉　敏雄 事業開発推進本部 ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＴ統括部長 経営企画本部 ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＴ統括部長
倉橋　一也 事業開発推進本部 統合顧客ｻｰﾋﾞｽ部長 経営企画本部 統合顧客ｻｰﾋﾞｽ部長、統合顧客企画推進部長
倉田　竜弥 事業開発推進本部 統合顧客開発推進部長 経営企画本部 広報･IR室参事
大井　雄介 経営管理本部 経営戦略部長、TLC企画部長 経営企画本部 経営戦略部 経営戦略課長

（平成２８年４月1日実施予定）

2.株式会社TOKAI

【事業部長】                     （新）                    （現）
林　直孝 東京本社 ＬＳ本部 ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長 東京本社 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 営業部長、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室参事
渥美　和浩 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部長、ｾｷｭﾘﾃｨ営業部長 ＬＳ本部 ﾘﾌｫｰﾑ事業部長

【副事業部長】
冨永　昌人 ＬＳ本部 高圧ｶﾞｽ事業部副事業部長、営業部長、高圧ガス部長 ＬＳ本部 高圧ｶﾞｽ事業部 営業部長、高圧ｶﾞｽ部長
田島　義和 ＬＳ本部 ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部副事業部長、電力推進部長、LSｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ長 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部副事業部長、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室長、LSｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ長、お客様相談室長

中野　伸彦 東京本社 ＬＳ本部 ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部副事業部長、開発部長 東京本社 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 開発部長

【部長等】
石田　真己 ＬＳ本部 ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 容器検査部長 容器検査部長
鈴木　良幸 ＬＳ本部 設備事業部 ｵﾌｨｽｼｽﾃﾑ部長 住環境Ｅ本部 設備事業部 設備機器部長
久保山　昇三 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ営業部参事 住環境Ｅ本部 建築住宅事業部 住宅部 静岡営業所 住宅課参事
洞口　外裕 事業戦略室長、管理本部 業績管理部長、経理部長 管理本部 業績管理部長、経理部長
青木　茂生 東京本社 ｱｸｱ本部 製造物流事業部 富士山ﾌﾟﾗﾝﾄ工場長 ｱｸｱ本部 ｱｸｱ事業部長
大池　省吾 ＬＳ本部 ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 ｴﾘｱﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進部長 ＬＳ本部 特約店部参事
伊藤　邦宏 ＬＳ本部 建築不動産事業部 不動産･ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ部長、賃貸営業部長 住環境Ｅ本部 建築住宅事業部 不動産･ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ部長、賃貸営業部長
鈴木　正広 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 技術部長 ＬＳ本部 ﾘﾌｫｰﾑ事業部 企画管理部長
大畑　学 ＬＳ本部 ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 保安物流部長 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 保安工事部長
茗荷　裕文 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ営業部参事 住環境Ｅ本部 建築住宅事業部 住宅部 浜松営業所 住宅課副参事
川村　芳友 東京本社 ＬＳ本部 建物管理ｻﾎﾟｰﾄ部長、建物管理ｻﾎﾟｰﾄ福岡営業部長 東京本社 ＬＳ本部 建物管理ｻﾎﾟｰﾄ部部長
小野寺　英之 東京本社 ＬＳ本部 ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 ﾘﾌｫｰﾑ営業部長 東京本社 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 ﾘﾌｫｰﾑ営業部長
田澤　英俊 東京本社 ＬＳ本部 ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 営業部長 ｱｸｱ本部 ｱｸｱ事業部 営業部長
今村　豊 東京本社 ｱｸｱ本部 品質保証部長 ｱｸｱ本部 製造物流事業部 焼津ﾌﾟﾗﾝﾄ工場長
林　秀幸 東京本社 ＬＳ本部 ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 保安工事部長 東京本社 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 保安工事部長
村松　潤二 ＬＳ本部 ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 営業部長 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 営業部長
鈴木　克広 LSｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長、静岡営業所長 LSｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 静岡営業所長
鈴木　元一朗 ＬＳ本部 設備事業部 設備機器部長 住環境Ｅ本部 設備事業部 設備機器部 浜松営業所長
武内　淳 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 企画管理部長 住環境Ｅ本部 建築住宅事業部 住宅部長
中西　信孝 ＬＳ本部 ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 営業管理部長 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 営業管理部長
野田　歩 ＬＳ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ営業部長 ＬＳ本部 ﾘﾌｫｰﾑ事業部 ﾘﾌｫｰﾑ営業部長
鈴木　啓介 東京本社 ｱｸｱ本部 製造物流事業部 焼津ﾌﾟﾗﾝﾄ工場長 ｱｸｱ本部 製造物流事業部 焼津ﾌﾟﾗﾝﾄ 品質管理課長

【支店長・営業所長】
浅見　謙三 ＬＳ本部 設備事業部 設備機器部 浜松営業所長 住環境Ｅ本部 設備事業部 設備機器部 静岡営業所長
酒井　浩光 ＬＳ本部 設備事業部 設備機器部 静岡営業所長 住環境Ｅ本部 設備事業部 ｵﾌｨｽｼｽﾃﾑ部長
野﨑　泰治 ＬＳ本部 浜松支店長 ＬＳ本部 富士支店長
鈴木　良人 東京本社 ＬＳ本部 和光支店長 東京本社 ＬＳ本部 市原支店長
芦川　靖章 ＬＳ本部 富士支店長 ＬＳ本部 榛原支店長
平田　達也 ＬＳ本部 榛原支店長、浜岡営業所長 ＬＳ本部 浜松支店 湖西営業所長
芦沢　康延 ＬＳ本部 設備事業部 設備機器部 伊東営業所長 住環境Ｅ本部 設備事業部 設備機器部 沼津営業所 営業課主事
田中　威 東京本社 ＬＳ本部 市原支店長 東京本社 ＬＳ本部 東金営業所長
澤井　敦史 東京本社 ＬＳ本部 太田営業所長 東京本社 ＬＳ本部 高崎支店 直売課長
今泉　拓也 東京本社 ＬＳ本部 東金営業所長 東京本社 ＬＳ本部 厚木支店 直売課長
金嶋　隆 東京本社 ＬＳ本部 いわき営業所長 東京本社 ＬＳ本部 大宮支店 直売課長

※ＬＳ本部はﾗｲﾌｨｿﾘｭｰｼｮﾝ本部の略、住環境Ｅ本部は住環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部の略

（平成２８年４月1日実施予定）
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［別紙］

           平成２８年度 人事異動について（部長・支店長等）

3.株式会社TOKAIコミュニケーションズ

【副事業部長】                     （新）                    （現）
仲野　元己 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部副事業部長 法人営業本部 東日本事業部 首都圏営業二部長

【部長等】
西田　啓一 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ＡＰ事業部 ｼｽﾃﾑ二部首席主幹 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ＡＰ事業部 ｼｽﾃﾑ三部首席主幹
内田　修司 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ＡＰ事業部 基盤技術部長 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ＡＰ事業部 ｼｽﾃﾑ二部首席主幹
齋藤　俊久 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ＡＰ事業部 事業統括部参事 法人営業本部 EA事業部 事業統括部長
増田　聡 事業企画推進室長 法人営業本部 事業推進部長
村松　克彦 事業企画推進室首席主幹 ㈱TOKAIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 経営企画本部 経営戦略部参事
坂本　明宏 法人営業本部 ｽﾏｰﾄｵﾌｨｽ事業部 ｽﾏｰﾄｵﾌｨｽ営業部長 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 BBﾓﾊﾞｲﾙ事業部 法人営業部長
望月　芳男 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 社内ｼｽﾃﾑ外販推進室長 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BBｺﾝｼｭｰﾏ営業部長
林　秀樹 法人営業本部 ｸﾗｳﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ推進室長 法人営業本部 事業推進部 ｸﾗｳﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ推進課長
佐野　公宏 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部長 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ部長
牧野　弘宜 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 事業推進部長 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 企画開発部長
山田　誠之 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｻｰﾋﾞｽ部長 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部長
前澤　武利 法人営業本部 海外推進事業部 事業統括部長 法人営業本部 東日本事業部 海外推進部 営業推進課長
國分　康正 法人営業本部 EA事業部 事業統括部長 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ﾈｯﾄﾜｰｸ設備部 設備第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
三輪　剛由 法人営業本部 事業推進部長 法人営業本部 東日本事業部 事業開発部長
長井　隆和 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BB営業部長 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BBｺﾝｼｭｰﾏ営業部 神奈川支店長
神保　昌志 業務部長 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ＡＰ事業部 事業統括部上級主幹
秋山　竜規 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 企画開発部長 法人営業本部 東日本事業部 企画開発部長
山西　昭寛 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ部長 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BBｺﾝｼｭｰﾏ営業部 営業推進一課長
石田　雅基 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部長 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ課長
笠松　道生 法人営業本部 東日本事業部 首都圏営業二部長 法人営業本部 東日本事業部 首都圏営業二部 営業一課長

【ｸﾞﾙｰﾌﾟ長・支店長】
八木　一彰 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ﾈｯﾄﾜｰｸ設備部 設備第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ｲﾝﾌﾗ基盤事業部 ﾈｯﾄﾜｰｸ企画部 ﾈｯﾄﾜｰｸ管理課長
渡邊　泰宏 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BB営業部 神奈川支店長 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BBｺﾝｼｭｰﾏ営業部 埼玉支店長
小田切　卓 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BB営業部 埼玉支店長 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BBｺﾝｼｭｰﾏ営業部 千葉支店長
村上　忠篤 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BB営業部 千葉支店長 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BBｺﾝｼｭｰﾏ営業部 東北支店長
山田　修平 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BB営業部 多摩支店長 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BBｺﾝｼｭｰﾏ営業部 神奈川支店 営業一課長
内尾　陽一 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BB営業部 東北支店長 ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ISPBB事業部 BBｺﾝｼｭｰﾏ営業部 千葉支店 営業二課長

※ＡＰ事業部はｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業部の略

（平成２８年４月1日実施予定）

4.東海ガス株式会社

【部長】                     （新）                    （現）
後藤　芳彦 供給保安事業部 工事部長 導管事業部 工事部長
長谷川　俊昭 供給保安事業部 供給保安部長 導管事業部 供給保安部長
大野　佳昭 ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 都市ｶﾞｽ営業部長 ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 都市ｶﾞｽ営業部 藤枝営業課長
竹田　克孝 産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 業務用ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 業務用ｴﾈﾙｷﾞｰ部 営業課長

（平成２８年４月1日実施予定）

5.株式会社TOKAIケーブルネットワーク

【部長】                     （新）                    （現）
増井　一成 総務部長 ㈱TOKAIｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 業務部長
常木　真次 営業推進部長 ㈱TOKAIｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 法人営業本部 ｽﾏｰﾄｵﾌｨｽ事業部 ｽﾏｰﾄｵﾌｨｽ営業部長

望月　隆宏 放送企画部長 経営企画室 経営企画課長
髙田　順司 経営企画室長 経営企画室 業績管理課長

【支店長】
大庭　崇彦 沼津支店長 ㈱ﾄｺちゃんねる静岡 営業部 営業一課長

（平成２８年４月1日実施予定）
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