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２０２１年３月５日

各  位

三井不動産レジデンシャルリース株式会社

人事異動についてのお知らせ

２０２１年４月１日付で人事異動を行うことを決定しましたのでお知らせいたします。

記

１． 取締役・監査役体制（２０２１年４月１日付）

２． 執行役員体制（２０２１年４月１日付）

３． グループ執行役員体制（２０２１年４月１日付）

４． 取締役・監査役・執行役員の異動および担当業務変更（２０２１年４月１日付）

５． 部門長人事異動（執行役員委嘱分を除く ２０２１年４月１日付）

本件に関するお問い合わせ先

三井不動産レジデンシャルリース株式会社

担当：中川（総務・コンプライアンス部総務課）

電話 ０３－５３８１－１０３１
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１．取締役・監査役体制（２０２１年４月１日付）

取締役会長（昇任） 長谷 裕

代表取締役社長（昇任） 疋田 武人 監査室 関係業務管掌

取締役（新任） 井上 純 ソリューション推進部、契約センター、プロジェクト営業本部、

賃貸運営本部、受託運営本部、法人業務室、関西支店、

名古屋支店 関係業務管掌

取締役 天野 昇 総務・コンプライアンス部、人事部、経営企画部、

情報システム部、契約監理部、

グループ会社（レジデントファースト株式会社、株式会社アコ

モデーションファースト、レジデントアシスタンス株式会社）

関係業務管掌

取締役（非常勤）（新任） 児玉 光博

取締役（非常勤）（新任） 三浦 健太

取締役（非常勤）（新任） 小林 誠治

常任監査役 河津 弘幸

監査役（非常勤）（新任） 﨑山 隆央
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２．執行役員体制（２０２１年４月１日付）      

社長執行役員（昇任） 疋田 武人 監査室 関係業務担当

常務執行役員（新任） 井上 純 ソリューション推進部、プロジェクト営業本部、賃貸運営本部

関係業務担当

（プロジェクト営業本部長 兼 賃貸運営本部長 委嘱）

執行役員 天野 昇 総務・コンプライアンス部、人事部、経営企画部、

情報システム部、グループ会社（レジデントファースト株式会社、

株式会社アコモデーションファースト、レジデントアシスタンス株

式会社） 関係業務担当

執行役員 杉谷 正之 受託運営本部、法人業務室 関係業務担当

（受託運営本部長 委嘱）

執行役員 篠塚 敦夫 契約監理部、契約センター 関係業務担当

（レジデントアシスタンス株式会社 代表取締役社長）

  執行役員 転法輪 制   関西支店、名古屋支店 関係業務担当

（賃貸運営本部運営一部長 委嘱）

３.グループ執行役員体制（２０２１年４月１日付）

グループ執行役員        竹原 康浩    （レジデントファースト株式会社 代表取締役社長）

グループ執行役員    猿丸 安幸  （株式会社アコモデーションファースト 代表取締役社長）
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４．取締役・監査役・執行役員の異動および担当業務変更（２０２１年４月１日付）

新職

（または兼務する新職）
解かれる職 継続する職 氏名

取締役会長 代表取締役社長

社長執行役員

監査室、経営企画部 グループ会

社（レジデントファースト株式会

社、株式会社アコモデーションフ

ァースト、レジデントアシスタン

ス株式会社）関係業務管掌

監査室、経営企画部 関係業務担

当

長谷 裕

代表取締役社長

社長執行役員

監査室 関係業務管掌

監査室 関係業務担当

取締役 常務執行役員

ソリューション推進部、契約セン

ター、プロジェクト営業本部、賃

貸運営本部、受託運営本部、法人

業務室、関西支店、名古屋支店、

関係業務管掌

プロジェクト営業本部、賃貸運営

本部 関係業務担当

（プロジェクト営業本部長 兼

賃貸運営本部長 委嘱）

疋田 武人

取締役 常務執行役員

ソリューション推進部、契約セン

ター、プロジェクト営業本部、賃

貸運営本部、受託運営本部、法人

業務室、関西支店、名古屋支店、

関係業務管掌

ソリューション推進部、プロジェ

クト営業本部、賃貸運営本部 関

係業務担当

（プロジェクト営業本部長 兼

賃貸運営本部長 委嘱）

井上 純

経営企画部、グループ会社（レジ

デントファースト株式会社、株式

会社アコモデーションファース

ト、レジデントアシスタンス株式

会社）関係業務管掌

経営企画部、グループ会社（レジ

デントファースト株式会社、株式

会社アコモデーションファース

ト、レジデントアシスタンス株式

会社）関係業務担当

契約監理部 関係業務担当

（レジデントアシスタンス株式会

社 代表取締役社長）

取締役 執行役員

総務・コンプライアンス部、人

事部、情報システム部、契約監

理部 関係業務管掌

総務・コンプライアンス部、人

事部、情報システム部 関係業

務担当

天野 昇
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取締役（非常勤） 大澤 久

取締役（非常勤） 山下 大輔

取締役（非常勤） 郡山 善信

取締役（非常勤） 児玉 光博

取締役（非常勤） 三浦 健太

取締役（非常勤） 小林 誠治

監査役（非常勤） 嘉村 徹

監査役（非常勤） 﨑山 隆央

契約センター 関係業務担当

執行役員

受託運営本部、法人業務室 関

係業務担当

（受託運営本部長 委嘱）

杉谷 正之

契約監理部、契約センター 関係

業務担当

（レジデントアシスタンス株式会

社 代表取締役社長）（※）

ソリューション推進部 関係業務

担当

（ソリューション推進部長 委

嘱）

執行役員 篠塚 敦夫

・取締役体制については今後行われる弊社の手続きを経て正式に決定されます。

・（※）については、今後行われる各社の手続きを経て正式に決定されます。
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５．部門長人事異動（執行役員委嘱分を除く、２０２１年４月１日付）

新職

（または兼務する新職）
解かれる職 継続する職 氏名

人事部付

株式会社アコモデーションファー

スト出向

契約監理部長 岡野 丈人

情報システム部長 清水 智晴

ソリューション推進部長 情報システム部長 森田 雄介

契約監理部長 賃貸運営本部付部長 山口 仁志

受託運営本部

運営一部長
山﨑 敬史

法人業務室長

人事部付

株式会社アコモデーションファー

スト出向

前田 健一

名古屋支店長 法人業務室長 松野 秀明

受託運営本部

運営一部長
黒木 栄一

名古屋支店長 松苗 一宏


