News Release
報道関係各位
２０２１年３月１日

組織改定及び役員・部店長以上の人事に関するお知らせ
住友三井オートサービス株式会社（本社：東京都新宿区、社長：露口 章）は、組織改定、役員・
部店長以上の人事について下記の通り決定しましたので、お知らせ致します。
記
組 織 改 定（２０２１年４月１日付）
１．本社部門
経営企画部傘下の広報・CSR 室を解消し、新たに広報室とサステナビリティ推進室を設置する。
２．営業部門
① 営業企画本部と営業推進本部を「営業戦略本部」と「グループ事業戦略本部」に再編する。
営業戦略本部には、
・営業企画部（営業企画本部より移設）
・営業推進部（営業推進本部より移設）
・協働戦略推進部（営業推進本部より移設）
グループ事業戦略本部には
・事業会社統括部
・リテール企画推進部
をそれぞれ設置する。
② 東日本ロジスティクス営業本部と西日本ロジスティクス営業本部を統合し、
「ロジスティクス営業本部」を新設する。
③ 営業推進部傘下の業務推進グループを金融法人開発室に改称する。
④ リテール企画推進部傘下にビジネスエキスパート事業開発室を新設する。
⑤ モビリティソリューション推進本部傘下にセールス DX 推進部及び BPO 部を新設する。
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

郡山支店を廃止し、仙台支店に統合する。
宇都宮支店を北関東支店に改称、水戸支店を廃止し北関東支店に統合する。
長野エリアオフィスを支店に昇格させ信越支店に改称、松本支店を廃止し信越支店に統合する。
首都圏営業本部/立川支店の廃止と東京営業第六部新設を行い、営業 6 部体制に再編する。
名古屋支店傘下に、名古屋支店営業第一部及び名古屋支店営業第二部を新設する。
近畿圏営業本部/大阪営業第五部を廃止し、営業 4 部体制に再編する。
ロジスティクス営業本部の傘下に、東日本営業部・西日本営業部を設置する。

３．サービス部門
① 車両本部を新設し、傘下には車両部及びオートリサイクル事業部を設置する。
② サービス CＳ推進部傘下のメンテナンスコールセンター第一グループ並びに第二グループを統
合し、メンテナンスコールセンター部に昇格させる。
③ 北海道東北サービス部と首都圏甲信越サービス部を統合し、東日本サービス部を新設する。

役員人事（２０２１年４月１日付）
＜新＞

＜旧＞

＜氏 名＞

執行役員 九州沖縄営業本部長
兼 九州沖縄ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部長
兼 福岡支店長

執行役員 北海道東北営業本部長
兼 北海道東北ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部長

四宮 浩介

執行役員 中部北陸営業本部長
兼 中部北陸ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部長
兼 名古屋支店長

中部北陸営業本部長
兼 中部北陸ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部長

中川 武彦

部店長以上の人事（２０２１年４月１日付）
＜新＞

＜旧＞

＜氏 名＞

営業戦略本部副本部長

営業企画本部本部長補佐

篠田 辰伸

ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業戦略本部参事
MOBILOTS㈱事務従事

東日本ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ営業本部長
兼 東日本第Ⅰ営業部長
兼 東日本第Ⅱ営業部長
兼 MOBILOTS㈱事務従事

本郷 茂

ﾓﾋﾞﾘﾃｨｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部副本部長
兼 ｾｰﾙｽ DX 推進部長

ﾓﾋﾞﾘﾃｨｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部本部長付

山田 幸人

MA 営業本部副本部長

MA 営業第二部長

羽生 淳

近畿圏営業本部副本部長
兼 大阪営業第一部長
兼 近畿圏ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部長

大阪営業第一部長
兼 近畿圏ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部副部長

土肥 充

ｸﾎﾞﾀﾘｰｽ営業本部副本部長

関東信越営業本部本部長補佐
兼 松本支店長
兼 松本支店 長野ｴﾘｱｵﾌｨｽ

兒玉 龍治

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ営業本部長
兼 東日本営業部長
兼 西日本営業部長
兼 MOBILOTS㈱事務従事

西日本ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ営業本部長
兼 MOBILOTS㈱事務従事

丹羽 直親

車両本部副本部長

車両部長

法橋 紀穂

ｻｰﾋﾞｽ本部副本部長

ｻｰﾋﾞｽ CS 推進部長

番匠 一幸

監査部長

人事部副部長
兼 研修室長

松井 修自

総務部長

事業会社統括部参事
㈱ｾﾃﾞｨﾅｵｰﾄﾘｰｽ事務従事

橘田 淳

大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ部長

保険部長

岡田 洋一

ﾓﾋﾞﾘﾃｨｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ部長
兼 ﾓﾋﾞﾘﾃｨｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

MA 営業第二部 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
兼 MA ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部部長付

副島 伸介

BPO 部長
兼 ｽﾍﾟｲｽ･ﾑｰﾌﾞ㈱事務従事

営業推進部参事(部長)
兼 営業推進部参事(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
兼 ｽﾍﾟｲｽ･ﾑｰﾌﾞ㈱事務従事

深谷 彰

保険部長

保険部副部長
兼 保険部 大阪第一ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
兼 ﾏﾂﾀﾞｵｰﾄﾘｰｽ㈱事務従事

渡辺 昌裕

RMS 部長

東京営業第一部長

小川 朋広

事故ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ部長

首都圏甲信越ｻｰﾋﾞｽ部長
兼 北海道東北ｻｰﾋﾞｽ部長

川端 信也

青森函館支店長

さいたま支店長
兼 関東信越ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部副部長

勝山 勉

北関東支店長

宇都宮支店長

青柳 博之

さいたま支店長
兼 関東信越ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部
副部長

関東信越営業本部副本部長
兼 北海道東北営業本部副本部長

山本 明彦

千葉支店長

札幌支店 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

森本 英幸

信越支店長

さいたま支店 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

楳圖 元太

首都圏ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部長

東京営業第三部長

舩木 勝

東京営業第一部長

名古屋支店長
兼 中部北陸ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部副部長

徳山 勝範

東京営業第三部長
兼 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

東京営業第三部 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
兼 首都圏ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部部長付

小関 陽子

東京営業第四部長

東京営業第五部長

髙井 敬太

東京営業第五部長

RMS 部長

早川 潤一

東京営業第六部長

東京営業第四部長

長澤 貴夫

首都圏ﾈｯﾄﾜｰｸ営業第一部長

中部北陸営業本部副本部長

大山 武志

首都圏ﾈｯﾄﾜｰｸ営業第二部長

首都圏ﾈｯﾄﾜｰｸ営業第一部長

伊藤 杉郎

MA ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部長
兼 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

近畿圏ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部長

北中 伸之

MA 営業第二部長

営業推進部参事(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
ｽﾍﾟｲｽ･ﾑｰﾌﾞ㈱事務従事

藤枝 芳治

富山支店長

名古屋支店 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

田中 克宏

金沢支店長

富山支店長

山本 英夫

静岡支店長

立川支店長

牛久保 健一

名古屋支店営業第一部長
兼 中部北陸ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部
副部長

金沢支店長

小澤 成之

名古屋支店営業第二部長

近畿圏営業本部副本部長
兼 中国四国営業本部副本部長
兼 大阪営業第五部長

荒井 智義

近畿圏ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部長

静岡支店長

廣垣 誠

福岡支店営業第一部長
兼 九州沖縄ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部
副部長

福岡支店長
兼 福岡支店営業第一部長
兼 九州沖縄ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ部副部長

久我 紳也

車両部長

ｻｰﾋﾞｽ企画部 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

福間 智司

ｻｰﾋﾞｽ CS 推進部長

中国四国九州ｻｰﾋﾞｽ部長

篠崎 敦

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｺｰﾙｾﾝﾀｰ部長
兼 第一ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ｻｰﾋﾞｽ CS 推進部副部長

小山 和隆

東日本ｻｰﾋﾞｽ部長

ｻｰﾋﾞｽ企画部副部長
兼 HCA ｻｰﾋﾞｽｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

池田 憲一

中国四国九州ｻｰﾋﾞｽ部長

事故ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ部長

松永 淳二

以

■ 本件に関するお問い合わせ先
住友三井オートサービス株式会社 (URL: https://www.smauto.co.jp/ )
〒163-1434 東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティビル
担当 ：経営企画部広報・CSR 室
原 昌伸（ﾊﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ）
電話 ：03-5358-6669 e-mail：okyakusama@smauto.co.jp
人事部人事企画グループ
花房 利洋（ﾊﾅﾌﾞｻ ﾄｼﾋﾛ）
電話 ：03-5358-6314 e-mail：jinji@smauto.co.jp

上

