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   発行日2022年1月21日

2022年2月1日付け

新役職名 氏名 現役職名

マツバヤシ　コウジ

松林　浩司

以上

2022年3月1日付け

新役職名 氏名 現役職名

ミヤエ　ナオキ

宮栄　直樹

スノウチ　ワカコ

須内　稚子

タカハシ　ヒデヒサ

高橋　英寿

▼お問い合わせ先

三浦工業株式会社　ブランド企画室

TEL：089-979-7019　FAX：089-979-7126

Mail: info_miuraz@miuraz.co.jp

　　経営企画室 室長代理

　　サステナビリティ推進部 部長 　　メンテ技術部 部長

人事異動に関するお知らせ

2022年2月1日および3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

　　ボイラ業務管理部 部長 　　熱機器特需部 部長

　　経営企画統括部 統括部長 　　経営企画室 室長

　　創合企画部 部長
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　　本社／松山市堀江町7　〒799-2696
　　URL: https://www.miuraz.co.jp

   発行日2022年1月21日

2022年4月1日付け

新役職名 氏名 現役職名

ミツイ　コウジ

光井　孝治

コウノ　クニアキ

河野　訓明

ナカガワ　マサト

中川　昌仁

ヤマモト　ヒデユキ

山本　秀行

イガ　コウジ

伊賀　浩二

ハラ　カズヤ 　　ブラジル駐在部 部長
原　和也 　　兼務　MIURA BOILER BRAZIL LTD.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 社長

オンダ　マサル

恩田　勝

イシムラ　ヨウイチロウ

石村　要一郎

ミヤモト　オサム

宮本　治

イケモト　タカシ

池本　敬

ハラダ　コウイチ

原田　孝一

ニシオカ　シゲアキ

西岡　茂昭

イシザキ　シゲル

石崎　茂

　　西近畿統括部 統括部長

　　九州統括部 統括部長

　　鳥栖支店 支店長

　　ＦＥ戦略統括部 統括部長

　　業務推進部 部次長

　　奈良支店 支店長

　　営業推進部 部次長

　　岐阜支店 支店長

　　南九州統括部 統括部長

　　大阪ＭＩ支店 支店長

　　埼玉統括部 統括部長

　　近畿統括部 統括部長

　　テクノ推進統括部 統括部長

　　ＦＥ戦略統括部 統括部長

　　南九州統括部 統括部長

　　教育部 部長

　　営業推進部 部長

　　東関東メンテ技術推進部 部長

人事異動に関するお知らせ

2022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

　　九州統括部 統括部長

　　中国統括部 統括部長

　　西近畿統括部 統括部長

　　東近畿統括部 統括部長

　　大阪ＭＩ統括部 統括部長

　　近畿統括部 統括部長

　　埼玉統括部 統括部長
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2022年4月1日付け

新役職名 氏名 現役職名

アベ　オサム

阿部　治

アサノ　マサユキ

浅野　誠之

キミハラ　ヒロオミ

公原　裕臣

タナカ　ヤスクニ

田中　靖国

シンドウ　タカシ

新藤　貴志

シミズショウジ

清水　勝司

ササキ　ケイ

佐々木　慶

ヨシモト　リョウ

由元　亮

タマタニ　ヨシナリ

玉谷　佳也

フジモト　マサル

藤本　勝

カジカワ　ウメタロウ

梶川　梅太郎

ムラカミ　ユウジ

村上　裕二

マツダ　トモキ

松田　友希

ナカスガ　ナオフミ

中須賀　尚史

ナカノ　アキオ

中野　昭男

　　熊谷支店 熊谷メンテナンス課  課長

　　松本支店 支店長

　　京都支店 京都メンテナンス課  課長

　　静岡支店 支店次長

　　大阪支店 支店次長

　　山口支店 支店長

　　富山支店 支店次長

　　タイ駐在部 部次長

　　ＦＣＭ技術部 部長

　　特機メンテ推進部 部次長

　　メンテ技術開発部 部次長

　　水戸支店 支店長

　　生産支援部 部長

　　ボイラ技術部 部長

　　久留米支店 支店長

　　新潟支店 支店長

　　郡山支店 支店長

　　生産品質部 部長

　　熱機器特需部 部長

　　メンテ技術部 部長

　　水素機器技術部 部長

　　特機メンテ推進部 部長

　　メンテ技術開発部 部長

　　岐阜支店 支店長

　　水戸支店 支店長

　　越谷支店 支店長

　　栃木支店 支店長

　　松本支店 支店長

　　奈良支店 支店長

　　北摂支店 支店長
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2022年4月1日付け

新役職名 氏名 現役職名

イマイ　コウタ

今井　康太

セイケ　ヒデトシ

清家　英利

カワウチ　ススム

河内　督

オオリ　シンイチロウ

大利　真一郎

イトウ　ジュンイチ

伊藤　淳一

　　アセアン統括部 統括部長 カワイ　ナオト 　　インドネシア駐在部 部長
　　兼務　PT.MIURA INDONESIA 　社長 河合　直人 　　兼務　PT.MIURA INDONESIA　社長

　　アセアン統括部 統括部次長 　　シンガポール駐在部 部長
　　兼務　MIURA SOUTH EAST ASIA
　　　　　　HOLDINGS PTE.LTD.　　社長 ムラカミ　ケイイチ

　　兼務　MIURA SOUTH EAST ASIA
　　　　　　HOLDINGS PTE.LTD.　　社長

　　兼務　MIURA SINGAPORE CO
　　　　　　PTE.LTD.　　　 　　　　　　 社長

村上　圭一 　　兼務　MIURA SINGAPORE CO
　　　　　　PTE.LTD.　　　 　　　　　　 社長

　　兼務　MIURA BOILER MALAYSIA
　　　　　　SDN.BHD.　　　　　　　　　 社長

　　兼務　MIURA BOILER MALAYSIA
　　　　　　SDN.BHD.　　　　　　　　　 社長

　　アメリカ駐在部 部長 　　アメリカ駐在部 部長
　　兼務　MIURA INTERNATIONAL
             AMERICAS INC.　 社長
　　兼務　MIURA AMERICA CO.,LTD.　社長
　　兼務　MIURA CANADA CO.,LTD.　社長

　　兼務　MIURA INTERNATIONAL
             AMERICAS INC.　 社長
　　兼務　MIURA AMERICA CO.,LTD.　社長

　　メキシコ駐在部 部長
　　兼務　MIURA BOILER MEXICO S.A.DE
　　　　　　C.V. 　社長

　　ブラジル駐在部 部長 ナカジマ　マサヒロ

　　兼務　MIURA BOILER BRAZIL LTD.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 社長

中島　政博

以上

▼お問い合わせ先

三浦工業株式会社　ブランド企画室

TEL：089-979-7019　FAX：089-979-7126

Mail: info_miuraz@miuraz.co.jp

　　郡山支店 支店長

　　栃木支店 支店長

　　新潟支店 支店長

　　松江支店 鳥取営業所  所長

　　越谷支店 支店長

　　北摂支店 支店長

　　久留米支店 支店長

　　鳥栖支店 支店長

　　メキシコ駐在部 部長

　　山口支店 支店長

フジワラ　タツヤ

藤原　達也

ゴトウ　トヨカズ

後藤　豊和

　　岡山支店 支店長

　　広島支店 支店長
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