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                                                                                  平成２２年２月２４日 

  各     位 

                                                             兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 

                                                             極 東 開 発 工 業 株 式 会 社   

                                                             代表取締役社長最高執行責任者   筆 谷 高 明 

                                                             （ｺｰﾄﾞ：7226  東証・大証  市場第一部）  

                                                             お問合せ先 

                                                             取締役執行役員管理本部長  高 島 義 典 

                                                                TEL（０７９８）６６－１５００ 

 

組織変更および人事異動のお知らせ 
 

 

平成２２年４月１日付で次のとおり組織変更および人事異動を行いますのでお知らせいたします｡ 

 

記 

 
１．主な組織変更 

（１） 海外生産推進のため、特装事業部副事業部長が海外生産を直接統括して、中国昆山工場の生産能 

力強化と新規プロジェクトにおける新興国の現地生産を強力に進める。 

（２）コンクリートポンプ（ＣＰ）の販売促進のため、特装事業部営業本部のＣＰ営業部を格上げして特装事

業部ＣＰ営業本部とし、その管轄下に東部営業部と西部営業部を新設する。 

（３）パワーゲートの販売促進のため、特装事業部営業本部にパワーゲート営業部を新設し、特装事業部

生産本部のパワーゲートセンターとの連携も強化する。 

（４）特装事業部営業本部の北海道と東北の 2 営業部、関東地区の 2 営業部、中国四国と九州の 2 営業 

部をそれぞれ統合して 3 営業部とし、人材の流動化による有効活用を進めて需要に柔軟に対応する。 

（５）特装事業部のサービス推進部とパーツセンターを統合し、生産本部にサービス部として新設する。 

それにより指定サービス工場に対する技術フォローと部品販売の強化を図りつつ、サービス業務の支 

援を行う。 

（６）環境事業部では、受注確保のため営業部を新設、既設プラントのサービス体制強化のためサービス 

部員を増員、技術部を新設して技術部門の集約を図り一層利益確保できる体制とする。 

 

２．主な人事異動 

新 旧 氏名 

取締役 常務執行役員 

極東サービスエンジニアリング株式会社 

代表取締役社長 兼 

特装事業部・ＪＬＧセンター関与 

取締役 常務執行役員 

特装事業部長 
橋本 元八 

取締役 執行役員 

管理本部長 兼 ＣＳＲ室担当 兼 

品質保証部担当 

取締役 執行役員 

管理本部長 兼 ＣＳＲ室担当  
高島 義典 

常務執行役員 

特装事業部長 兼 

極東特装車貿易（上海）有限公司董事長 兼 

極東開発（昆山）機械有限公司董事長 

常務執行役員 

特装事業部 生産本部長 兼 

極東特装車貿易（上海）有限公司董事長 兼 

極東開発（昆山）機械有限公司董事長 

安岡 嘉宏 
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執行役員 

特装事業部 副事業部長 兼 

特装事業部 生産本部 海外生産部長 兼 

極東特装車貿易（上海）有限公司董事 兼 

極東開発（昆山）機械有限公司董事・総経理 

執行役員 

特装事業部 生産本部 横浜工場長 
西田 正和 

執行役員 

特装事業部 営業本部長 兼  

特装事業部 営業本部 近畿営業部長 

特装事業部 営業本部 近畿営業部長 林 篤昌 

執行役員 

特装事業部 生産本部長 兼  

特装事業部 生産本部 名古屋工場長 

特装事業部 生産本部 名古屋工場長 杉本 治己 

執行役員 

特装事業部 生産本部 副本部長 兼  

特装事業部 生産本部 三木工場長 

特装事業部 生産本部 福岡工場長 中西 利寿 

執行役員 

技術本部長 兼 技術本部 技術管理部長 兼  

技術本部 開発部長  

技術本部 開発部長 米田 卓 

執行役員 

特装事業部 営業本部 副本部長 兼  

特装事業部 営業本部 営業推進部長 

極東開発パーキング株式会社 代表取締役社長 高橋 和也 

顧問 
執行役員 

技術本部長 兼 技術本部 技術管理部長 
岡本 太郎 

参与 

特装事業部 ＣＰ営業本部長 

執行役員 

品質保証部長 
吉田 正敏 

参与 

特装事業部 ＪＬＧセンター長 

執行役員 

特装事業部 営業本部長 兼  

特装事業部 営業本部 東部第一部長 

津田 隆久 

参与 

株式会社エフ・イ・テック 代表取締役社長 

執行役員 

株式会社エフ・イ・テック 代表取締役社長 
池田 修己 

品質保証部長 特装事業部 生産本部 パーツセンター長 鳥枝 一之 

財務部（国際会計基準）担当部長 兼 

環境事業部 管理部長 
環境事業部 管理部長 皆木 慎吾 

財務部次長 日本トレクス株式会社 取締役 経理部長 原田 一彦 

技術本部 営業技術部長 特装事業部 生産本部 横浜工場 技術部長 新免 俊彦 

特装事業部 ＣＰ営業本部 東部営業部長 特装事業部 営業本部 ＣＰ営業部長 永井 俊行 

特装事業部 ＣＰ営業本部 西部営業部長 特装事業部 営業本部 ＣＰ営業部 西部営業課長 吉田 栄一郎

特装事業部 営業本部 営業推進部 業務部長 特装事業部 営業本部 営業推進部長 黒滝 真史 
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特装事業部 営業本部 関東営業部長 特装事業部 営業本部 東部第二部長 加藤 定宣 

特装事業部 営業本部 北日本営業部長 特装事業部 営業本部 中国営業部長 瀬尾 憲司 

特装事業部 営業本部 中部営業部長 特装事業部 営業本部 中部営業部 静岡営業所長 鈴木 雅夫 

特装事業部 営業本部 西日本営業部長 特装事業部 営業本部 東北営業部長 二川 正和 

特装事業部 生産本部 横浜工場長 特装事業部 生産本部 横浜工場 次長 古川 一人 

特装事業部 生産本部 横浜工場 技術部長 特装事業部 生産本部 三木工場 技術部長 池垣 晴仁 

特装事業部 生産本部 名古屋工場 

パワーゲートセンター長  兼  

特装事業部 営業本部 パワーゲート営業部長 

特装事業部 生産本部 名古屋工場 

パワーゲートセンター長 
細澤 幸広 

特装事業部 生産本部 三木工場 技術部長 技術本部 開発部 研究課課長 布原 達也 

特装事業部 生産本部 福岡工場長 特装事業部 営業本部 九州営業部長 板倉 等 

特装事業部 生産本部 サービス部長 特装事業部 営業本部 サービス推進部長 佐藤 孝雄 

特装事業部 生産本部 サービス部  

サービス技術部長 
特装事業部 生産本部 三木工場 製造部長 小林 久晃 

環境事業部 営業部長 環境事業部 営業技術部長 堀上 幸二 

環境事業部 技術部長 環境事業部 建設部長 堀本 昇 

極東開発パーキング株式会社 代表取締役社長 特装事業部 生産本部 三木工場長 酒井 郁也 

 

以  上 

 

                                        


