
 
２０２２年３月１０日 

関係各位 
三菱地所プロパティマネジメント株式会社 

 
組織改編並びに人事異動に関するお知らせ 

 
本年４月１日付にて、下記の通り組織改編並びに人事異動を行いますので、お知らせいたします。 
 

記 
１． 組織改編 

１）商業運営体制の再編 
「商業を強みとする総合型プロパティマネジメント会社」としての会社成長を実現する為、昨年の
三菱地所リテールマネジメントとの統合効果をより発揮できる体制に変更することを前提に、「商
業運営体制を再編」する。 

 
２）三菱地所商業リーシング機能の移管 

商業テナントリレーション部、三菱地所より移管される商業施設営業部を統合・改組の上、新た 
に「商業営業一部・二部・三部・四部を新設」する。 

 
３）三菱地所管理・技術機能の移管 

三菱地所からの管理・技術機能の移管を踏まえ、技術（工事）体制を再編する。 
 

４）その他ユニット変更等 
 

 
以 上 

  



２．2022 年４月１日付 役員体制 

 
※本件、2022 年４月１日付開催予定の臨時株主総会及び取締役会の承認事項となります。 

※追って代表取締役 副社長執行役員 山中拓郎、常務執行役員 山口典文、常務執行役員 横山典弘、常務執行役員 上田隆時、 

執行役員 野本孝二郎、執行役員 白仁田洋一は、2022 年３月 31 日付にて退任いたします。 

なお、山中拓郎、白仁田洋一につきましては退任いたしますが、引き続き当社常任顧問に就任いたします。 

代表取締役 社長執行役員 川端 良三 全般 内部監査部  経営企画部

代表取締役 常務執行役員 片岡 雅之 総務部 人事企画部 働き方改革推進部 経理部 担当

代表取締役 常務執行役員（昇任）高橋 哲也
商業企画部 商業運営一部 商業運営二部
支店商業統括（札幌支店 東北支店 横浜支店 名古屋支店
関西支店 中四国支店 九州支店） 担当

取締役 専務執行役員 日野 永 技術統括部 担当

常務執行役員 中井 克 営業開発部 リーシング推進室 担当 兼 営業開発部長

常務執行役員 中村 昌義 アジア事業部 台湾合弁会社 担当

常務執行役員 大矢知 幸裕
丸の内第一営業管理部 丸の内第二営業管理部 有楽町営業管理部 担
当

常務執行役員 安西 健展 大手町営業管理部 担当 兼 大手町営業管理部長

常務執行役員（昇任） 大平落 忠
赤坂営業管理部 衆議院議員会館運営室 中央営業管理部
品川営業管理部 担当 兼 品川営業管理部長

常務執行役員（昇任） 和泉 崇彦
千代田営業管理部 新宿営業管理部 業務企画部 担当
兼 千代田営業管理部長

常務執行役員（新任） 近藤 慶太 商業営業一部 商業営業二部 商業営業三部 商業営業四部 担当

常務執行役員（昇任） 小久保 貴司 横浜支店長

常務執行役員 村田 仁史 施設管理部 担当

常務執行役員（昇任） 鈴木 富生 技術活用推進部 担当

執行役員 亀山 郁夫 丸の内第一営業管理部長

執行役員（新任） 寺社 浩美 丸の内第二営業管理部長

執行役員 澤田 鉄哉 新宿営業管理部長

執行役員 小石 眞由美 商業運営一部長

執行役員 今井 弘樹 商業運営二部長

執行役員 宮 祥二 技術統括部長

執行役員 深谷 智昭 総務部長

執行役員 深沢 政成 人事企画部長

執行役員 月岡 早苗 働き方改革推進部長

執行役員（新任） 久保田 隆 経営企画部長 兼 業務企画部長

常任監査役 坂川 正樹

取締役(非常勤) 荒木 治彦 三菱地所 執行役常務

取締役(非常勤) 村井 正裕 三菱地所 執行役員ビル営業部長

取締役(非常勤) 大島 正也 三菱地所 コマーシャル不動産業務企画部長

取締役(非常勤) 安達 晋 三菱地所 運営事業部長 兼 管理技術統括部長

監査役(非常勤) 国久 望 三菱地所 経営企画部

代表取締役 常務執行役員 小原 克彦
プロモーション事業部  サービスソリューション推進部 社長特命事項
支店オフィス統括（札幌支店 東北支店 横浜支店 名古屋支店
関西支店 中四国支店 九州支店） 担当



３．2022 年 4 月 1 日付 部長・支店長・室長体制  

 
  

営業開発部長 中井 克

リーシング推進室長 松原 隆

アジア事業部長 藤丘 幸志郎

サービスソリューション推進部長 寺坂 琴美

プロモーション事業部長 森村 佳弘

丸の内第一営業管理部長 亀山 郁夫

丸の内第二営業管理部長 寺社 浩美

有楽町営業管理部長 矢次 純一郎

大手町営業管理部長 安西 健展

赤坂営業管理部長 高橋 厚一

衆議院議員会館運営室長 森本 正治

千代田営業管理部長 和泉 崇彦

中央営業管理部長 日幡 武

品川営業管理部長 大平落 忠

新宿営業管理部長 澤田 鉄哉

商業企画部長 永井 孝郎

商業運営一部長 小石 眞由美

商業運営二部長 今井 弘樹

商業営業一部長 阿部 裕介

商業営業二部長 磯邊 大介

商業営業三部長 岸本 吉史

商業営業四部長 桑久保 達也

札幌支店長 佐藤 泰生

東北支店長 安達 茂樹

横浜支店長 小久保 貴司

横浜商業運営室長 宗林 千加

名古屋支店長 山邨 嘉教

関西支店長 小泉 明裕

中四国支店長 関 光雄

九州支店長 早野 茂和

九州商業運営室長 竹迫 哲哉

施設管理部長 堺井 肇

技術統括部長 宮 祥二

FMソリューション推進室長 鈴木 友彦

技術活用推進部長 西尾 治

商業工事室長 萩原 良明

ＰＭＬａｂ室長 高橋 知之

業務企画部長 久保田 隆（兼務）

総務部長 深谷 智昭

人事企画部長 深沢 政成

働き方改革推進部長 月岡 早苗

経理部長 笠井 隆司

内部監査部長 矢野 尚宏

経営企画部長 久保田 隆
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        以上 

※MO はマネジメントオフィスの略 

※   部分は 2022 年 4 月 1 日付組織変更により変更 

商業営業四部 リーシングユニット

商業工事室

営業第1ユニット
営業第2ユニット

丸の内第二営業管理部
営業第1ユニット
営業第2ユニット

中央営業管理部 営業第1ユニット

商業運営一部
営業第1ユニット

MARK IS 静岡 MO

Corowa甲子園 MO

営業第1ユニット
横浜支店 営業第2ユニット

maruyama class MO

泉パークタウン タピオ MO

札幌支店

東北支店 営業ユニット

営業ユニット

営業第1ユニット

取締役会

建築ユニット

建築ユニット

営業第1ユニット

営業第3ユニット丸の内第一営業管理部

社長

営業企画ユニット
営業開発部 営業開発第1ユニット

営業開発第2ユニット
空港支援ユニット

プロモーション事業部 イベント・プロモーションユニット
企画ユニット

監査役

リーシング推進室株主総会

アジア事業部 アジア事業ユニット

サービスソリューション推進部 サービス・ソリューション第1ユニット
サービス・ソリューション第2ユニット

内部監査部 営業第4ユニット
建築第1ユニット
建築第2ユニット

TOKYO TORCH運営室

営業第2ユニット
有楽町営業管理部 営業第3ユニット

建築ユニット

営業第2ユニット

大手町営業管理部
営業第3ユニット

利益相反防止委員会 衆議院議員会館運営室

千代田営業管理部 四谷オフィス営業ユニット 北の丸オフィス

リスク・コンプライアンス
ESG委員会

営業第1ユニット
赤坂営業管理部 営業第2ユニット 青山オフィス

災害対策委員会 営業第3ユニット
建築ユニット

商業企画部
商業企画ユニット
業務推進ユニット

営業ユニット

運営統括ユニット

茅場町オフィス
営業第2ユニット 豊洲オフィス

営業第1ユニット
新宿営業管理部 営業第2ユニット 渋谷オフィス

建築ユニット

品川オフィス
品川営業管理部 営業第1ユニット 汐留オフィス営業第2ユニット 田町オフィス

商業営業一部 リーシングユニット
営業戦略ユニット

商業営業二部 リーシングユニット

商業営業三部

銀座オフィス営業第2ユニット
アクアシティお台場 MO

商業運営二部 南砂町SC SUNAMO MO
ポンテポルタ千住 MO

リーシングユニット

建築ユニット

中四国支店

建築ユニット

営業第1ユニット
名古屋支店 営業第2ユニット

建築ユニット
金沢営業所

営業ユニット

横浜商業運営室
商業営業ユニット

MARK IS みなとみらい MO
MARINE&WALK横浜 MO

営業第1ユニット

関西支店
営業第2ユニット
営業第3ユニット

建築業務ユニット技術統括部 建築統括ユニット
FMソリューションユニット

建築ユニットFMソリューション推進室

九州支店

業務企画ユニット
業務企画部 ＩＴ企画ユニット

事務企画ユニット

施設管理部 管理企画第1ユニット
管理企画第2ユニット

営業ユニット
MARK IS 福岡ももち MO

九州商業運営室 天神地下街MO
COCOSA MO

技術活用推進ユニット技術活用推進部

PMLab

働き方改革推進部

経理部 経理ユニット

経営企画部

総務部 総務ユニット
CSR・コンプライアンス室

人事企画部 人事企画ユニット
人財開発ユニット

働き方改革推進ユニット


