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問　合　せ　先  　　　　　　　　　　　

管　理　部　長　　　吉　田 　明　弘

Ｔ Ｅ Ｌ    　（０２２） ２６４ － ６１１２

　平成２２年４月１日付をもって下記のとおり組織変更および人事異動を行いますのでお知らせいたします。

１．本社組織

 (1)法人営業部に業務課、法人営業課、化学品課、環境システム課、保険事業課、

　  特約店課を新設する。

 (2)ホーム事業部に業務課、ホーム事業課、保安管理室、開発課、ＳＢＩ店舗統括課、

    特約店課を新設する。

 (3)カーライフ事業部は、すべて本社管轄とし、販売一課、販売二課、販売三課、

    販売四課を新設する。

 (4)食料部の企画開発課を支店サポート課に改称する。

 (5)建設資材部に工事管理課、建設資材課を新設する。

 (6)ファーマシー事業部に業務課を新設する。

 (7)管理部

  ①総務課と人事課を統合し、総務人事課を新設する。

  ②資産管理課を新設する。

  ③情報システム課、事務センター、内部統制室を統合し、業務改革推進センターを

    新設する。

 (8)総合企画室は事業開発課並びに資産管理課を廃止し、Ｍ＆Ａ・事業開発課及び

    海外事業課を新設する。

 (9)財務改革室に改革推進課を新設する。

２．支店組織

 (1)法人営業部は支店に法人営業課を新設する。また、東京支店に法人営業部を設置し、

 　 業務課、法人営業課、環境システム課を新設する。

 (2)ホーム事業部は支店にホーム事業課を新設する。

 (3)建設資材部は支店に建設資材課を新設する。

 (4)宮城支店女川営業所を廃止する。

 (5)横浜支店三崎営業所を廃止する。

 (6)名古屋支店に北陸営業所を新設する。

組織変更および人事異動のお知らせ

　　　　記　　　　　　



３．人事異動

新　役　職　名 氏　名 旧　役　職　名
法人営業部業務課長　兼貞山油槽所長
兼特約店課長　兼環境システム課長 佐藤　清悦 燃料部業務課長　兼特約店課長

法人営業部法人営業課長　兼化学品課長 熊谷　達也 東京支店ｴﾈﾙｷﾞｰ部燃料販売課長

法人営業部法人営業課副課長 北村　雄一 ｵﾌｨｽｻﾎﾟｰﾄ事業部情報通信課長

法人営業部担当部長　兼保険事業課長 平　豊文 法人営業部担当部長

札幌支店法人営業課長 樋野　伸一 群馬支店燃料課長
青森支店長　兼法人営業課長　兼食料課
長　兼管理課長 佐々木　昌幸 青森支店長

八戸支店法人営業課長 鈴木　正一 八戸支店燃料課長

岩手支店法人営業課長 鈴木　智 岩手支店燃料販売課長
宮古支店長　兼法人営業課長
兼ﾎｰﾑ事業課長　兼山田営業所長 遠藤　勝来 宮古支店長　兼燃料課長

釜石支店長　兼法人営業課長 兼ﾎｰﾑ事業課長 村上　幸雄 釜石支店長　兼燃料課長

宮城支店法人営業課長　塩釜営業所長 齋藤　譲一 静岡支店燃料課長

宮城支店法人営業課副課長 佐藤　亨 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ事業部管財課長

気仙沼支店法人営業課長 小山　陽 気仙沼支店燃料課長

秋田支店法人営業課長 倉内　修 秋田支店燃料課長 兼五城目営業所長

山形支店法人営業課長 木村　重治 酒田支店燃料課課長代理

酒田支店法人営業課長 鈴木　滋 酒田支店燃料課長

福島支店法人営業課長 今野　薫 宇都宮支店燃料課長

いわき支店法人営業課長 堀川　善之 いわき支店燃料販売課長

新潟支店法人営業課長 梅木　朗 新潟支店燃料課長

東京支店長　兼法人営業部長 鈴木　恭 東京支店長

東京支店法人営業部業務課長 石川　浩 東京支店ｴﾈﾙｷﾞｰ部業務課長

東京支店法人営業部法人営業課長 髙橋　豊 燃料部燃料販売課長

東京支店法人営業部法人営業課副課長 猪股　知行 東京支店ｵﾌｨｽｻﾎﾟｰﾄ課長

東京支店法人営業部法人営業課副課長 矢浦　弓一 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ事業部生命保険課長

東京支店法人営業部環境システム課長 藤田　真一郎 東京支店ｴﾈﾙｷﾞｰ部環境ｼｽﾃﾑ課長

茨城支店法人営業課長 木村　昭義 茨城支店燃料販売課長

宇都宮支店長　兼法人営業課長 遠藤　良一 宇都宮支店長

群馬支店長　兼法人営業課長 小石川　次男 群馬支店長

埼玉支店長　兼法人営業課長　兼管理課長 眞壁　宗市 埼玉支店長

千葉支店法人営業課長 杉村　謙 千葉支店燃料課長

横浜支店長　兼法人営業課長 鈴木　竹四郎 横浜支店長　兼燃料課長
静岡支店法人営業課長
兼焼津営業所長　兼浜松営業所長
兼三島営業所長　兼山梨営業所長 神　直人 札幌支店燃料課長

名古屋支店法人営業課長 佐々木　敏 名古屋支店燃料課長

大阪支店法人営業課長 佐藤　康夫 宮城支店ｵﾌｨｽｻﾎﾟｰﾄ課長

福岡支店法人営業課長 鈴木　賢司 大阪支店燃料課長

ホーム事業部業務課長　兼特約店課長 伊藤　章夫 燃料部ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰ課長

ホーム事業部業務課専任課長 佐藤　孝一 住環境部業務課専任課長

ホーム事業部ホーム事業課長 相澤　哲也 青森支店燃料課長

ホーム事業部開発課長 田中　俊哉 横浜支店住環境課長

ホーム事業部ＳＢＩ店舗統括課長 山田　聡 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ事業部店舗統括課長



新　役　職　名 氏　名 旧　役　職　名

札幌支店長　兼ホーム事業課長 相原　徹 札幌支店長
青森支店ホーム事業課長
兼五所川原営業所長 奥田　健治

秋田支店燃料課課長代理
兼大館営業所長

八戸支店長　兼ホーム事業課長 田尻　清志 八戸支店長　
岩手支店ホーム事業課長
兼水沢営業所長 鷲足　直樹

岩手支店ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰ課長
兼水沢営業所長

岩手支店ホーム事業課副課長 福田　成一郎 福島支店住環境課副課長
宮城支店ホーム事業課長
兼あけの平営業所長 小竹　英明 宮城支店燃料部ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰ課長
宮城支店ホーム事業課副課長
兼石巻営業所長 佐藤　雅和

宮城支店燃料部ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰ課副課長
兼石巻営業所長

宮城支店ホーム事業課副課長 遠藤　敏文 群馬支店住環境課副課長

気仙沼支店ホーム事業課長 佐々木　美昭 宮城支店住環境部ハウジング課長
秋田支店長 兼ホーム事業課長 兼管理課長
兼大館営業所長　兼五城目営業所長 神　邦泰 秋田支店長

山形支店ホーム事業課長 及川　直久 山形支店燃料課長

酒田支店ホーム事業課長 佐々木　信悦 いわき支店ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰ課長

福島支店ホーム事業課長 飯田　完治 福島支店ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰ課長

福島支店ホーム事業課副課長 中村　博志 住環境部ホーム事業課長

いわき支店ホーム事業課課長 三浦　明俊 宮城支店燃料部ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰ課副課長

いわき支店ホーム事業課副課長 佐々木　康仁 いわき支店住環境課副課長

茨城支店ホーム事業課長 石井　剛 岩手支店住環境課長
茨城支店ホーム事業課副課長
兼水戸営業所長　兼磯原営業所長 中村　和浩

茨城支店ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰ課長
兼水戸営業所長　兼磯原営業所長

宇都宮支店ホーム事業課長 平塚　清 住環境部業務課長

群馬支店ホーム事業課長 熊谷　壽夫 埼玉支店住環境課長

埼玉支店ホーム事業課長　兼多摩営業所長 熊谷　雄次 埼玉支店燃料課長

千葉支店ホーム事業課長　兼柏営業所長 戸田　佳瑞 千葉支店住環境課長　兼柏営業所長

横浜支店ホーム事業課長 山崎　宏之
横浜支店住環境課副課長
兼厚木営業所長

横浜支店ホーム事業課副課長
兼厚木営業所長 稲田　耕太郎 茨城支店住環境課副課長

静岡支店ホーム事業課長 菅原　亮
静岡支店住環境課副課長
兼浜松営業所長

ｶｰﾗｲﾌ事業部長
兼販売企画課長　兼店舗開発課長 吉川　孝喜 ｶｰﾗｲﾌ事業部長

ｶｰﾗｲﾌ事業部業務課長 熊谷　一也 ＳＳ部業務課長

ｶｰﾗｲﾌ事業部販売一課長 田中   崇 宮城支店ＳＳ部販売二課長
ｶｰﾗｲﾌ事業部販売二課長
兼ｽﾀｯﾌｻﾎﾟｰﾄ課長 佐々木　勝　 ＳＳ部ｽﾀｯﾌｻﾎﾟｰﾄ課長

ｶｰﾗｲﾌ事業部販売三課長 三浦　勉 ＳＳ部店舗開発課長

ｶｰﾗｲﾌ事業部販売四課長 鳥居　平司 ＳＳ部販売企画課長

ｶｰﾗｲﾌ事業部整備事業課長 益田　雅則 ＳＳ部整備事業課長
ｶｰﾗｲﾌ事業部販売一課専任課長
兼鈎取ＳＳｽﾀｯﾌﾘｰﾀﾞｰ 加藤　義之 宮城支店ＳＳ部販売一課長
ｶｰﾗｲﾌ事業部販売一課専任課長
兼愛子ﾊﾞｲﾊﾟｽＳＳｽﾀｯﾌﾘｰﾀﾞｰ 榊　賢一

宮城支店ＳＳ部販売一課長
兼愛子ﾊﾞｲﾊﾟｽＳＳｽﾀｯﾌﾘｰﾀﾞｰ

食料部物流業務課長
兼品質管理課長　兼ﾘﾃｰﾙ事業課長 伊藤　喜美男 食料部企画開発課長　兼ﾘﾃｰﾙ事業課長

食料部支店ｻﾎﾟｰﾄ課長 澤田　正男 食料部物流業務課長　兼品質管理課長



新　役　職　名 氏　名 旧　役　職　名

八戸支店食料課長 佐々木　彰二 八戸支店食料課課長代理

福岡支店食料課長 星　健美 千葉支店食料課課長代理
建設資材部建設資材課長
兼工事管理課長 菊地　浩 住環境部工事管理課長

宮城支店建設資材課長 小泉　一良 宮城支店住環境部建設資材課長

宮城支店建設資材課副課長　福島事務所 遠藤　一実
宮城支店住環境部建設資材課副課長
福島事務所

秋田支店建設資材課長 堀　盛富 秋田支店住環境課長

新潟支店建設資材課長 高橋　伸幸 新潟支店住環境課長

東京支店建設資材課長 山谷　正人 東京支店住環境課長

福岡支店長　兼建設資材課長 保志　一憲 福岡支店長

ﾌｧｰﾏｼｰ事業部業務課長 半澤　悟 ﾌｧｰﾏｼｰ事業部企画開発課担当課長
総合企画室長　兼企画課長
兼M&A・事業開発課長 安部　仁市

総合企画室長　兼企画課長
兼資産管理課長

総合企画室M&A・事業開発課専任課長 氏家　次郎 総合企画室企画課専任課長

総合企画室M&A・事業開発課専任課長 今西　晃一 総合企画室企画課専任課長

総合企画室海外事業課長 遠藤　浩 総合企画室事業開発課長

監査室担当課長 阿部　健一 秋田支店管理課長

財務改革室改革推進課長 斎藤　秀樹 静岡支店管理課長

財務改革室審査担当課長 小納谷 隆志　 管理部経理課担当課長

管理部業務改革推進センター長 津島　直樹 管理部経理課統括課長

管理部業務改革推進センター担当課長 鈴木　恒雄 管理部内部統制室長

管理部業務改革推進センター担当課長 藤野　宗晴 管理部内部統制室担当課長

管理部業務改革推進センター担当課長 吉尾　睦男 管理部事務ｾﾝﾀｰ長

管理部総務人事課長 生出　博英 管理部人事課長

管理部経理課長 杉山　泰之 宮城支店管理課長

管理部経理課財務担当課長 窪田　俊一 管理部事務ｾﾝﾀｰ専任課長

管理部資産管理課長 野村　豊 管理部経理課担当課長

宮城支店管理課長 青山　一浩 管理部経理課担当課長

山形支店長　兼管理課長 朽木　敏弘 山形支店長　

千葉支店長　兼管理課長 武山　竜也 千葉支店長　

静岡支店長　兼管理課長 前川　典夫 静岡支店長　

他社出向 中村　裕美 福島支店燃料販売課長

他社出向 前田　政浩 福岡支店燃料課長

他社出向 大矢　貞二
宇都宮支店ＳＳ課専任課長
兼簗瀬町ＳＳｽﾀｯﾌ･ﾘｰﾀﾞｰ

他社出向 林　譲治 青森支店住環境課専任課長

他社出向 岩井　文昭 埼玉支店管理課長

他社出向 菅原　健二 管理部情報システム課長

以　　上　


