
２０１０年３月３１日 

人事異動について 

 

東京急行電鉄株式会社 

 

 

東京急行電鉄（本社：東京都渋谷区、社長：越村 敏昭）では、下記の通り、人事異動を実施いたします

のでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．取締役の委嘱および解嘱ならびに執行役員の異動 

 

 

（１）取締役の委嘱（４月１日付）および解嘱（３月３１日付） 

委  嘱 解  嘱 継続職 氏 名 

執行役員  

都市生活創造本部長 

執行役員 

開発事業本部長 
専務取締役 野本 弘文 

 

 

（２）執行役員の異動（４月１日付） 

新 職 旧 職 継続職 氏 名 

兼 安全推進委員会 統括部長  

取締役 

執行役員 鉄道事業本部  

副事業本部長 

泉 康幸 

都市生活創造本部 

事業統括部長 

兼 事業推進部 統括部長 

開発事業本部 事業統括部長 

兼 事業推進部 統括部長 
執行役員 星野 俊幸 

都市生活創造本部 

渋谷開発事業部長 

兼 開発第一部 統括部長 

開発事業本部 

渋谷開発事業部長 
執行役員 大野 浩司 

都市生活創造本部 

ビル事業部長 

開発事業本部 

資産活用事業部長 
執行役員 松沢 隆 

都市生活創造本部 

シニア事業部長 

開発事業本部 

シニア事業部長 
執行役員 天沼 基 

コミュニケーション事業部長 

兼 情報サービス事業推進部 

統括部長 

情報・レクリエーション 

事業部長 
執行役員 吉田 創 



２．統括部長の異動（４月１日付） 

 

 

新 職 旧  職 氏 名 

鉄道事業本部 事業統括部 統括部長 鉄道事業本部 工務部 統括部長 島村 祐司 

鉄道事業本部 運転車両部 統括部長 
鉄道事業本部  

安全推進委員会 統括部長 
豊田 克孝 

鉄道事業本部 工務部 統括部長  福田 誠一 

都市生活創造本部 事業統括部  

企画開発部 統括部長 

開発事業本部 事業統括部  

企画開発部 統括部長 
東浦 亮典 

都市生活創造本部 事業統括部 

建築技術部 統括部長 

開発事業本部 事業統括部  

建築技術部 統括部長 
源 淳一 

都市生活創造本部 ソリューション事業部 

コンサルティング部 統括部長 

開発事業本部 事業統括部 

コンサルティング部 統括部長 
嶋田 創 

都市生活創造本部 渋谷開発事業部 

事業計画部 統括部長 

開発事業本部 渋谷開発事業部 

事業計画部 統括部長 
中田 泰行 

都市生活創造本部 渋谷開発事業部 

開発第二部 統括部長 

開発事業本部 渋谷開発事業部 

開発第二部 統括部長 
岩井 卓也 

都市生活創造本部 ビル事業部 

事業計画部 統括部長 

開発事業本部 資産活用事業部 

事業計画部 統括部長 
濱名 節 

都市生活創造本部 ビル事業部 

テナント営業部 統括部長 
 柴田 亨 

都市生活創造本部 ビル事業部 

商業部 統括部長 

開発事業本部 資産活用事業部 

商業部 統括部長 
大石 次則 

都市生活創造本部 ビル事業部 

二子玉川開発部 統括部長 

開発事業本部 資産活用事業部 

二子玉川開発部 統括部長 
友澤 集 

都市生活創造本部 住宅事業部 住宅計画部 

統括部長 兼 ソリューション事業部  

住みかえ事業推進部 統括部長 

開発事業本部 住宅事業部 住宅計画部 

統括部長 兼 賃貸住宅部 統括部長 
高橋 俊之 

都市生活創造本部 住宅事業部  

マンション販売部 統括部長  

開発事業本部 住宅事業部 

戸建住宅販売部 統括部長  
大和田 芳弘

都市生活創造本部 シニア事業部 統括部長 開発事業本部 シニア事業部 統括部長 多田 方彦 

都市生活創造本部 シニア事業部 統括部長 開発事業本部 シニア事業部 統括部長 山口 健 

グループ事業本部 事業統括部 統括部長 グループ事業本部 第三部 統括部長 山本 庸夫 

グループ事業本部 第三部 統括部長 グループ事業本部 第四部 統括部長 梅原 昌弘 

グループ事業本部 グループ営業推進部 

統括部長 

情報・レクリエーション事業部 

グループ営業推進部 統括部長 
升田 高寛 

コミュニケーション事業部 

事業統括部 統括部長 

情報・レクリエーション事業部 

レクリエーション事業推進部 統括部長 
中野 哲夫 



 

新 職 旧  職 氏 名 

経営統括室 資産ポートフォリオ委員会 

事務局 統括部長 
 芦沢 俊丈 

社長室 総務部 統括部長 社長室 ＣＳＲ推進部 統括部長 林 茂 

社長室 広報部 統括部長 社長室 秘書・広報部 統括部長 安田 佳裕 

人事・労政室 人事部 統括部長 経営統括室 人事企画部 統括部長 平柳 佳彦 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 


