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2019 年3 月1 日 

各 位 

                                             上場会社名     極東開発工業株式会社  

                                             代表者      取締役社長 髙橋 和也 

                                            （コード番号     7226）  

                                             問合せ先責任者     管理本部総務部長 栗末 英行 

                                             （ＴＥＬ      0798-66-1000） 

 

 

人事異動のお知らせ 
 

2019 年4 月1 日付で次のとおり人事異動を行いますのでお知らせいたします｡ 

 

記 

 
１．主な人事異動 （※部長級以上の役職のみを記載しております） 

（１）新任役員 

新 旧 氏名 

執行役員 

管理本部 副本部長 兼 

管理本部 総務部長 兼 

不動産賃貸事業部長 

極東サービスエンジニアリング北海道 

株式会社 代表取締役社長 
吉田 豊 

 

（２）その他の異動 

新 旧 氏名 

代表取締役専務 専務執行役員 
代表取締役専務 専務執行役員 

管理本部長 兼 不動産賃貸事業部長  
近藤 治弘 

取締役 常務執行役員 

技術本部長 

取締役 常務執行役員 

技術本部長 兼 

技術本部 技術管理部長 

米田 卓 

取締役 常務執行役員 

環境事業部 特命担当 

環境事業関係会社関与 

取締役 常務執行役員 

環境事業部長 

環境事業関係会社関与 

酒井 郁也 

取締役 執行役員 

海外事業部長 

極東特装車貿易（上海）有限公司 董事長 

極東開発(昆山)機械有限公司 董事長 

MITHRA KYOKUTO SPECIAL PURPOSE 

VEHICLE COMPANY PRIVATE LIMITED 

取締役会長 

Trex Thairung Co.,Ltd. 取締役副会長 

取締役 執行役員 

海外事業部長 兼 海外推進部長 

極東特装車貿易（上海）有限公司 董事長 

極東開発(昆山)機械有限公司 董事長 

MITHRA KYOKUTO SPECIAL PURPOSE 

VEHICLE COMPANY PRIVATE LIMITED 

取締役会長 

Trex Thairung Co.,Ltd. 取締役副会長 

則光 健男 

取締役 執行役員 

特装事業部長  

取締役 執行役員 

特装事業部長 兼  

特装事業部 生産本部長 

布原 達也 
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新 旧 氏名 

執行役員 

環境事業部長 

執行役員 

環境事業部 副事業部長 兼 

環境事業部 営業部長 

堀本 昇 

執行役員 

日本トレクス株式会社 

取締役 常務執行役員 

日本トレクス株式会社 

管理本部長 兼 監査室長 

執行役員 

管理本部 副本部長 兼 

管理本部 人事部長 

櫻井 晃 

執行役員 

海外事業部 副事業部長   

執行役員 

特装事業部 営業本部長 兼 

特装事業部 営業本部  

コンクリートポンプ営業部長 

細澤 幸広 

執行役員 

管理本部長 兼 

管理本部 経営企画部長 

執行役員 

管理本部 副本部長 兼 

管理本部 財務部長 

原田 一彦 

執行役員 

特装事業部 生産本部長 

執行役員 

特装事業部 生産本部 横浜工場長  
木津 輝幸 

執行役員 

特装事業部 営業本部長 

執行役員 

特装事業部 推進部長 兼 

特装事業部 営業本部 副本部長 

髙濱 晋一 

参与 

極東開発パーキング株式会社  

代表取締役社長 

執行役員  

日本トレクス株式会社 

取締役 常務執行役員 

栗山 裕章 

品質保証部長 - 大室 一成 

管理本部 財務部長 - 市村 哲也 

管理本部 人事部長 管理本部 総務部長 栗末 英行 

技術本部 開発部長 兼 

技術本部 技術管理部長 

特装事業部 生産本部 三木工場次長 兼 

特装事業部 生産本部 三木工場  

技術部長 

千々岩 伸佐久

海外事業部 海外推進部長  特装事業部 営業本部 直需部長  堀上 幸二 

極東開発(昆山)機械有限公司 総経理 管理本部 経営企画部長 鶴目 和生 

PT. Kyokuto Indomobil Manufacturing 

Indonesia 取締役 

特装事業部  

生産本部 名古屋工場 製造部長 
有田 公士 

特装事業部 推進部長 - 赤塚 和彦 

特装事業部 営業本部  

コンクリートポンプ営業部長 
- 石田 豊富 

特装事業部 営業本部 直需部長 特装事業部 営業本部 中部支店長 川松 靖 
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新 旧 氏名 

特装事業部 営業本部 首都圏支店長 特装事業部 営業本部 北関東支店長 宮野 圭司 

特装事業部 営業本部 北関東支店長 - 松岡 史樹 

特装事業部 営業本部 中部支店長 特装事業部 営業本部 首都圏支店長 山本 浩 

特装事業部 生産本部 海外調達部長 - 小西 真一 

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  岩田 圭介 

特装事業部 生産本部 名古屋工場次長 極東開発(昆山)機械有限公司 総経理 野村 達也 

特装事業部 生産本部 名古屋工場 

製造部長 

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 
瀬戸 正義 

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 
特装事業部 生産本部 福岡工場長 池垣 晴仁 

特装事業部 生産本部 三木工場次長 兼

特装事業部 生産本部 三木工場  

技術部長 

技術本部 開発部長 牛尾 昌史 

特装事業部 生産本部 三木工場  

品質管理部長 
- 葛西 正浩 

特装事業部 生産本部 福岡工場長 
特装事業部 生産本部 三木工場  

製造部長 
佐竹 重幸 

特装事業部 サービス本部  

ロードサービス部長 兼 

特装事業部 サービス本部  

サービス管理部長 

特装事業部 サービス本部  

ロードサービス部長 
久松 和樹 

環境事業部 管理部長 - 同道 栄治 

環境事業部 営業部長 - 結城 邦雅 

環境事業部 サービス部長 - 根本 孝 

環境事業部 技術部長 環境事業部 サービス部長 山岡 哲也 

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 
環境事業部 技術部長 山根 哲 

極東サービスエンジニアリング北海道 

株式会社 代表取締役社長 

極東サービスエンジニアリング株式会社  

取締役 
田所 智宜 
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２．関係会社の主な人事異動 

 

日本トレクス株式会社  

新任役員   

新 旧 氏名 

日本トレクス株式会社 

執行役員 

営業本部長 兼 マーケティング部長 兼 

直納課・西日本特販課統轄 

日本トレクス株式会社 

営業本部 副本部長 兼  

マーケティング部長 兼 

直納課・西日本特販課統轄 

福井 信男 

日本トレクス株式会社 

執行役員 

サービス本部 副本部長 兼 

サービス本部 サービス部長  

日本トレクス株式会社 

サービス本部 サービス部長  
河内 康英 

日本トレクス株式会社 

執行役員 

生産本部 生産管理部・製造部統轄 

日本トレクス株式会社 

生産本部 生産管理部長  
渥美 一貴 

※日本トレクス株式会社における役員とその担当を記載しております。 

 

 

 

以  上 


