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2021年4月1日付け

新役職名 氏名

オチ ヤスオ

越智　康夫

ヒロイ マサユキ

廣井　政幸

オノ タクミ

小野　巧

ミモト ジュンイチ

三本　順一

   発行日2021年1月22日

人事異動に関するお知らせ

2021年4月1日をもって、下記の通り人事異動を実施致しますので、お知らせ致します。

記

現役職名

上席執行役員
兼務 財務統括部 統括部長
兼務 品質管理統括部  統括部長
担当 内部統制室
担当 プロジェクト管理室

上席執行役員
兼務 ＢＰ事業推進ブロック ブロック長

上席執行役員
兼務 アジア事業ブロック ブロック長
兼務 台湾駐在部  部長
兼務 マレーシア駐在部  部長

上席執行役員
兼務 ＢＰ事業推進ブロック ブロック長

上席執行役員
兼務 東日本事業ブロック ブロック長

取締役　常務執行役員 CTO
兼務 生産統括本部 本部長
兼務 技術統括本部 本部長
兼務 舶用事業統括本部 本部長
兼務 メディカル機器技術ブロック
　　　　　　　　　　　　　　　　　ブロック長
兼務 Ｒ＆Ｄブロック ブロック長
兼務 技術顧問室 室長
兼務 業務管理室 室長
担当 三浦環境科学研究所

取締役　常務執行役員 CTO
兼務 アクア本部 本部長
兼務 環境事業本部 本部長
兼務 ボイラ技術本部 本部長
兼務 食品機械本部 本部長
兼務 メディカル機器本部 本部長
兼務 ＲＤセンター 本部長
兼務 技術顧問室 室長
兼務 業務管理室 室長
担当 新事業開発・熱利用事業本部
担当 生産本部

上席執行役員
兼務 アジア事業本部 副本部長
兼務 台湾駐在部  部長
兼務 韓国駐在部  部長
兼務 タイ駐在部  部長
兼務 シンガポール駐在部  部長
兼務 インドネシア駐在部  部長
兼務 マレーシア駐在部  部長
兼務 トルコ駐在部  部長
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2021年4月1日付け

新役職名 氏名

イノウエ カズノブ

井上　一信

シモサカ タダシ

下坂　正

ナカヤマ ケンイチロウ

中山　謙一郎

オオクボ トモヒロ

大久保　智浩

ハヤシ タカヒロ

林　隆弘

スズキ コウスケ

鈴木　康介

ヤマモト ヒデタカ

山本　英貴

ノガミ ヤスオ

野上　康雄

オオシタ ツヨシ

大下　剛

スギノ リュウジ

杉野　竜司

サクマ ユウジ

作間　雄司
東日本メンテ技術統括部 統括部次長

アジア事業統括部 統括部次長
兼務　中国駐在部 部長

執行役員
兼務 ボイラ技術ブロック ブロック長
兼務 設計品質部 部長

執行役員
兼務 新事業開発・熱利用事業本部 本部長
兼務 新事業・熱利用業務管理部 部長
兼務 ＲＤセンター　新事業・熱利用研究室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　室長
兼務 ＲＤセンター　軽量化デザイン室 室長

執行役員
兼務 アジア事業本部 副本部長
兼務 アジア事業統括部  統括部長
兼務 中国駐在部  部長
兼務 韓国駐在部  部長
兼務 タイ駐在部  部長
兼務 シンガポール駐在部  部長
兼務 インドネシア駐在部  部長
兼務 マレーシア駐在部  部長
兼務 台湾駐在部  部長
兼務 トルコ駐在部  部長

熱利用事業推進統括部 統括部長
ＳＤ技術統括部 統括部長
兼務 ＳＤ事業推進統括部 統括部長

関東統括部 統括部長 名古屋支店 支店長

東日本事業ブロック ブロック長

執行役員
兼務 ＤＸ推進室 室長

執行役員
兼務 財務統括部 統括部長
兼務 リース推進部 部長

現役職名

執行役員
兼務 生産事業ブロック 副ブロック長
兼務 ボイラ製造統括部  統括部長
兼務 生産統括部  統括部長
兼務 物流統括部  統括部長
兼務 物流部  部長

執行役員
兼務 ボイラ技術本部 副本部長
兼務 ＲＤセンター　技術推進室 室長

執行役員
兼務 食品機械技術ブロック ブロック長

執行役員
兼務 ＢＰ事業推進ブロック 副ブロック長

執行役員
兼務 中国事業ブロック　ブロック長

関東統括部 統括部長

熱利用技術ブロック ブロック長 ＦＣ開発統括部 統括部長

アクア技術ブロック ブロック長 アクア技術統括部 統括部長
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2021年4月1日付け

新役職名 氏名

ツカモト ケン

塚本　謙

ホリウチ タカシ

堀内　崇

カワグチ ヨシヒロ

川口　祥弘

タダ アツロウ

多田　敦郎

モリタ ケンジ

森田　健二

ミヤシタ ミツノリ

宮下　充範

オオゾノ シンゴ

大薗　慎吾

クロカワ ヨシト

黒河　慶人

フジオカ コウジ

藤岡　浩司

ウワフジ タケヒロ

上藤　丈浩

サトウ コウタ

佐藤　康太

マツダ ノリヒロ

松田　憲弘

タマイ ケイイチ

玉井　圭一

マナベ ヒサノリ

真鍋　久範

モリモト ダイスケ

森本　乃輔

ムラセ マサトモ

村瀬　雅友

松戸支店 支店長 (出向解除)

名古屋支店 支店長 長野支店 支店長

三重支店 支店長 長崎支店 支店長

和歌山支店 支店長 盛岡支店 支店長

広島支店 支店長

東京ＭＩ営業１部 部長 東京ＭＩ営業３部 部長

徳島支店 支店長

札幌支店 支店長 東京ＭＩ営業２部 部次長

盛岡支店 支店長 福山支店 支店長

長野支店 支店長 高崎支店 支店長

高崎支店 支店長 大阪支店 支店次長

東京ＭＩ営業３部 部長 東京ＭＩ営業３部 東京ＭＩ営業３課  課長

東京ＭＩ営業４部 部長 東京ＭＩ営業３部 部次長

ＭＩ営業技術部 部長 東京ＭＩ営業４部 部長

関東診断ソリューション部 部長 東京ＭＩ営業１部 部長

福山支店 支店長

和歌山支店 支店長

現役職名

徳島支店 支店長 徳島支店 徳島営業課  課長
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2021年4月1日付け

新役職名 氏名

ミウラ タカシ

三浦　崇

クマモト マサフミ

熊本　雅史

クボ ヒロキ

久保　弘樹

サキオカ タカト

崎岡　貴人

カジカワ タツロウ

梶川　達朗

マツトモ シンジ

松友　伸司

ササオ トモヒロ

笹尾　智浩

ヤマカワ ヒロシ

山川　弘

ヤギ ヨシタカ

八木　義隆

スミ ソウジ

角　宗司

オオツバキ カズタカ

大椿　和孝

フジタ タカシ

藤田　隆志

ナカオカ ヒロシ

中岡　洋志

三浦工業株式会社　ブランド企画室 以上

TEL：089-979-7019　FAX：089-979-7126

Mail: info_miuraz@miuraz.co.jp

Ｒ＆Ｄブロック 水処理開発室 室長 アクア開発部 部次長

Ｒ＆Ｄブロック メカトロ開発室 室長 ＲＤセンター メカトロ研究室 課長

北九州支店 北九州メンテナンス課  課長

Ｒ＆Ｄブロック 材料・強度開発室 室長 ＲＤセンター 技術推進室 次席研究員

Ｒ＆Ｄブロック 製造・加工開発室 室長 ＲＤセンター 軽量化デザイン室 部次長

Ｒ＆Ｄブロック 熱・流体開発室 室長 ＲＤセンター 技術推進室 次席研究員

舶用品質推進部 部長

舶用メンテナンス１部 部長 舶用メンテナンス２部 部長

舶用メンテナンス２部 部長
兼務 MIURA NETHERLANDS B.V.　社長

舶用メンテナンス２部 部次長

中国駐在部付 部長 埼玉アクア広域営業部 部長

品質保証部 部長 品質保証部 部次長

舶用事業推進部 部長

長崎支店 支店長 三重支店 支店長

情報システム部 部長 大分支店 支店長

現役職名

大分支店 支店長
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