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部長職等及びグループ会社の役職者の異動に関するお知らせ
当社は、本日お知らせいたしました『組織改定に関するお知らせ』に伴い、2021年４月１日付をもっ
て、次のとおり部長職等の役職の異動を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
また、あわせてグループ会社取締役および部長職等の人事異動につきましてもお知らせいたします。
１．部長職等の役職の異動（昇格昇進、及び新任）
氏

新役職

名

白木 陽一郎

マンション事業本部 開発事業部 事業部長

舟本 哲夫

エネルギー事業部 事業部長

塚本 昌己

内部監査室 室長

現役職
開発本部 開発統括グループ 統括部長
兼 第１開発部長 兼 第２開発部長
－
総合企画本部 経営企画統括グループ
総務部 AI 推進課 課長

マンション事業本部 営業推進事業部
谷内 桂一郎

第１営業統括部 副統括部長
兼 第１営業統括部第１営業部 部長

営業本部 第一営業グループ 第１営業部長

兼 第１営業統括部第３営業部 部長
マンション事業本部 営業推進事業部
金光 泰成

第２営業統括部 副統括部長
兼 第２営業統括部第１営業部 部長

営業本部 第二営業グループ 第１営業部長

兼 第２営業統括部第３営業部 部長
森谷 裕介

マンション事業本部 営業推進事業部
第２営業統括部 第２営業部 部長

営業本部 第二営業グループ 第３営業部次長

長島 和人

マンション事業本部 大阪支社 開発部 部長

開発本部 開発統括グループ 第２開発部次長

若山 真一

マンション事業本部 大阪支社 建築部 部長

建築本部 商品企画部 次長

荻島 彰

マンション事業本部 海外事業推進室 室長

海外事業推進室 次長

綱島 星子

マンション事業本部 事業推進統括部
事業推進部 部長

開発本部 事業推進部 次長

佐藤 敦

エネルギー事業部 再エネ開発部 部長

小坂 竜義

管理本部 経理財務統括部 経理部 部長

山本 康裕

開発本部 エコエナジー事業部 次長
総合企画本部 経理財務統括グループ
経理部 次長

管理本部 総務法務統括部 法務部 部長

総合企画本部 経営企画統括グループ

兼 経営企画本部 人事部 次長

人事部 次長 兼 総務部 法務課 課長

２．部長職等の役職及び兼職の異動（その他の異動）
氏

新役職

名

三浦 淳
山本 眞也
石黒 久美彦
熊野 太一
新井 哲夫
平岡 篤

管理本部 経理財務統括部 統括部長

総合企画本部 経理財務統括グループ

兼 財務部 部長

統括部長 兼 経理部長 兼 財務部長

マンション事業本部 開発事業部
第１開発部 部長
マンション事業本部 開発事業部
第２開発部 部長
マンション事業本部 開発事業部
名古屋営業所 所長
マンション事業本部 建築事業部
品質管理部 部長
マンション事業本部 営業推進事業部
第１営業統括部 第２営業部 部長
マンション事業本部 営業推進事業部

深野 貴敬

営業推進統括部
ウェブソリューション推進部 部長

野田 昌宏
片山 孝
寒河江 章
駒橋 亨
鈴木 健介
井上 宏

現役職

開発本部 大阪支社長 兼 大阪支社建築部長
開発本部 事業推進部長
営業本部 第二営業グループ 第２営業部長
建築本部 品質管理部長
営業本部 第一営業グループ 第２営業部長
営業本部 営業統括グループ
ウェブソリューション推進部長

マンション事業本部 営業推進事業部

営業本部 営業統括グループ

営業推進統括部 業務推進部 部長

業務推進部長

マンション事業本部

営業本部 営業統括グループ

大阪支社セールスソリューション部 部長

セールスソリューション部長

マンション事業本部 都市開発事業部
都市再生部 部長 兼 再開発部 部長
投資開発事業本部 投資開発事業部
投資開発部 部長

開発本部 都市再生部長
投資開発本部 投資開発部長

社長室 室長 兼 経営企画本部

社長室長 兼 総合企画本部

経営企画統括部 経営企画部 部長

経営企画統括グループ 経営企画部長

（株）タカラレーベンリアルネット
経営企画本部長（出向）

内部監査室長

３．グループ会社取締役および部長職の人事異動
【株式会社レーベンコミュニティ】
新役職

氏名

現役職

運営管理本部 執行役員 本部長

運営管理本部 執行役員 本部長

兼 管理者管理部 部長

兼 財務管理部 部長 兼 管理者管理部 部長

田中 義行

運営管理本部 財務管理部 部長

運営管理本部 本社運営管理部 部長

横川 信明

運営管理本部 大宮支社運営管理部 部長

運営管理本部 横浜支社運営管理部 部長

佐々木 久克

柴田 正尚
薬師寺 淳一

経営管理本部 経理財務部 部長
兼 経営企画室 室長
運営管理本部 本社運営管理部 部長
（株）レーベントラスト 資産管理本部

矢野 哲也

営繕管理部 部長 兼 第２事業推進本部
不動産管理部 部長（出向）

経営管理本部 経理財務部 部長
運営管理本部 本社運営管理部 副部長
兼 教育課 課長
資産管理本部 資産管理部 部長
兼 修繕企画部 部長 兼 工事管理部 部長

【株式会社タカラレーベン東北】
新役職

氏名
榎

健太

現役職

営業本部 第二営業部長

営業本部 第一営業部 次長

桜木 栄樹

総合企画本部 財務管理部長

総合企画本部 財務管理部 次長

荒木 健蔵

総合企画本部 人事総務部長

総合企画本部 人事総務部 次長

【株式会社タカラレーベンリアルネット】
新役職

氏名
井上 宏

経営企画本部長

現役職
（株）タカラレーベン 内部監査室長

【株式会社レーベントラスト】
氏名
倉田 真
大平 崇介

矢野 哲也

新役職
取締役 兼 第１事業推進本部 本部長
取締役 兼 第２事業推進本部 本部長
兼 企画営業部 部長
資産管理本部 営繕管理部 部長
兼 第２事業推進本部 不動産管理部 部長

現役職
取締役 兼 企画営業本部 企画営業部 部長
取締役 兼 企画営業本部 池袋支店 部長
（株）レーベンコミュニティ 資産管理本部
資産管理部 部長 兼 修繕企画部 部長
兼 工事管理部 部長
以

上

