
 

 

平成 15年 2月 14日 
各 位 

三 井 建 設 株 式 会 社 
                              広報室長 南 隆一 

住 友 建 設 株 式 会 社 
企画室広報チームリーダー 

                                  伊藤 重昭 
    

三井住友建設株式会社の執行役員人事内定のお知らせ三井住友建設株式会社の執行役員人事内定のお知らせ三井住友建設株式会社の執行役員人事内定のお知らせ三井住友建設株式会社の執行役員人事内定のお知らせ 
 

 三井建設株式会社及び住友建設株式会社は、本日（2月 14日）の取締役会において、本
年 4 月 1 日より発足する三井住友建設株式会社の執行役員人事を、同日付にて下記の通り
内定いたしました。 
なお、各役員の正式就任は、4月 1日開催予定の取締役会の決議を経て、決定となります。 
 

記 
 
◎ 執行役員人事 
 
   別紙の通り 

以 上 
 

＜本件に関する問合せ先＞ 
三井建設(株)広報室 南 

℡03－5614－9826 
住友建設(株)企画室 
広報チーム 伊藤 
℡03－3225－5101 
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三井住友建設株式会社執行役員（平成１５年４月１日予定） 
 
専務執行役員          平平平平    岡岡岡岡            剛剛剛剛        （現住友建設株式会社 専務執行役員） 
技術研究所担当 

 
専務執行役員          石石石石    渡渡渡渡    由由由由    紀紀紀紀        （現三井建設株式会社 専務執行役員） 
建築事業本部営業担当 
 
専務執行役員          依依依依    田田田田            繁繁繁繁        （現住友建設株式会社 専務取締役兼 
建築事業本部営業担当                             専務執行役員） 
 
常務執行役員          野野野野    村村村村    安安安安    広広広広        （現三井建設株式会社 常務執行役員） 
建築事業本部営業担当 
 
常務執行役員          野々村野々村野々村野々村    俊俊俊俊    夫夫夫夫        （現住友建設株式会社 常務執行役員） 
建築事業本部営業担当 
 
常務執行役員          伊伊伊伊    藤藤藤藤    則則則則    昭昭昭昭        （現三井建設株式会社 常務執行役員） 
土木事業本部営業担当 
 
常務執行役員          菊菊菊菊    田田田田    升升升升    三三三三        （現三井建設株式会社 常務執行役員） 
土木事業本部営業担当 
 
常務執行役員          片片片片    山山山山            忠忠忠忠        （現住友建設株式会社 常務執行役員） 
土木事業本部営業担当 
 
常務執行役員          坂坂坂坂    元元元元    義義義義    人人人人        （現住友建設株式会社 常務執行役員） 
土木事業本部営業担当 
 
常務執行役員          安安安安    田田田田    昭昭昭昭    彦彦彦彦         （現住友建設株式会社 常務執行役員） 
土木事業本部営業担当 
 
常務執行役員          後後後後    藤藤藤藤    正正正正    孝孝孝孝        （現住友建設株式会社 常務執行役員） 
大阪支店長 
 
常務執行役員          山山山山    内内内内            優優優優   （現三井建設株式会社 常務執行役員） 
建築事業本部副本部長 
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常務執行役員          山山山山    本本本本            昭昭昭昭        （現住友建設株式会社 常務執行役員） 
管理本部副本部長 
 
常務執行役員          佐佐佐佐    藤藤藤藤    隆隆隆隆    史史史史        （現三井建設株式会社 常務取締役兼 
建築事業本部設計担当                             常務執行役員） 
 
常務執行役員          宮宮宮宮    越越越越    正正正正    夫夫夫夫        （現住友建設株式会社 常務執行役員） 
東京支社長 
 
常務執行役員          髙髙髙髙    濱濱濱濱    正正正正    勝勝勝勝        （現株式会社エム・エフ・ビルマネジメント  
建築事業本部営業担当                              取締役会長） 
 
執行役員            竹竹竹竹    岡岡岡岡    伸一郎伸一郎伸一郎伸一郎   （現住友建設株式会社 執行役員） 
名古屋支店長 
 
執行役員            榎榎榎榎    本本本本    正正正正    一一一一        （現住友建設株式会社 執行役員） 
建築事業本部営業担当 
 
執行役員            伊伊伊伊    東東東東    俊俊俊俊    彦彦彦彦      （現三井建設株式会社 取締役兼執行役員） 
人事部副担当 
 
執行役員            澤澤澤澤            誠之助誠之助誠之助誠之助        （現三井建設株式会社 取締役兼執行役員） 
東京土木支店長 
 
執行役員            山山山山    内内内内    基基基基    司司司司       （現住友建設株式会社 執行役員） 
建築事業本部営業担当 
 
執行役員            宮宮宮宮    原原原原            徹徹徹徹    （現住友建設株式会社 執行役員） 
建築事業本部営業担当 
建築営業統括部副統括部長 
 
執行役員            伊伊伊伊    苅苅苅苅    和和和和    弘弘弘弘        （現三井建設株式会社 執行役員） 
建築事業本部営業担当 

 
執行役員            梅梅梅梅    原原原原    哲哲哲哲    郎郎郎郎        （現三井建設株式会社 執行役員） 
土木事業本部副本部長 
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執行役員                      齊齊齊齊    藤藤藤藤    靖靖靖靖    彦彦彦彦      （現三井建設株式会社 執行役員） 
広島支店長 
 
執行役員            嶋嶋嶋嶋    津津津津    洋洋洋洋    二二二二        （現三井建設株式会社 執行役員） 
土木事業本部副本部長       
兼 土木営業統括部長 
 
執行役員            小小小小    浜浜浜浜    修一郎修一郎修一郎修一郎        （現住友建設株式会社 執行役員） 
静岡支店長 
 
執行役員            宮宮宮宮    下下下下    好好好好    則則則則   （現三井建設株式会社 執行役員） 
土木事業本部営業担当 
 
執行役員            藤藤藤藤    井井井井    達達達達    生生生生   （現住友建設株式会社 執行役員） 
建築事業本部営業担当 
 
執行役員            久保田久保田久保田久保田    信信信信    雄雄雄雄   （現三井建設株式会社 執行役員） 
土木事業本部営業担当 
 
執行役員            野野野野    原原原原    豊豊豊豊    久久久久            （現物産ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社部長） 
建築事業本部営業担当 
 
執行役員            西西西西    平平平平    俊俊俊俊    明明明明            （現住友建設株式会社 国際事業部長） 
国際事業部長 

                                   以   上 


