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平成 30 年１月 12 日 

各  位 

会 社 名 株式会社サーラコーポレーション 

代 表 者 名 取締役社長     神 野 吾 郎 

（コード番号 2734 東証・名証第一部） 

問 合 せ 先 総務部総務グループ          

マネージャー   武 川 裕 樹 

（ＴＥＬ．0532-51-1182） 

 
子会社の役員の異動に関するお知らせ 

 
 当社子会社において、下記のとおり役員の異動を行いますのでお知らせいたします。 

 

記 
 
１．エネルギーソリューションズセグメントにおける組織変更及び役員の異動 

 エネルギー＆ソリューションズセグメントの中核企業である中部ガス株式会社及びガステックサービ

ス株式会社は、サーラグループにおけるエネルギー事業をベースとした生活サービス・ビジネスサービ

スの継続的な成長を図るため、従来の会社別の体制からお客さまニーズにあわせて総合的にサービスを

提供する体制へと変革を進めています。平成 29 年 12 月には、両社の本社機能を統合し、新たに「Ｅ＆

Ｓ本社」を設置しました。 

 今般、その一環として両社は社外取締役、監査役を除く役員体制を同一にするとともに、新たに執行

役員制度を導入いたします。なお、役員異動後の両社の取締役・執行役員の体制につきましては３ペー

ジをご参照ください。 

 

(1) 中部ガス株式会社（平成 30 年２月 16 日付） 

① 代表取締役の異動 

  [昇任] 

代表取締役会長    神野 吾郎（現 代表取締役社長） 

  代表取締役社長    鳥居 裕 （現 代表取締役専務） 

  [退任] 

  代表取締役会長    中村 捷二（取締役相談役就任予定） 

 

② 取締役の異動 

  [新任] 

  常務取締役      澤井 成人（現 ガステックサービス㈱常務取締役） 

  常務取締役           大場 吉恭（現 ガステックサービス㈱常務取締役） 
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③ 執行役員の異動 

  [新任] 

  執行役員       山田 佳弘（現 取締役） 

  執行役員       大島 史彰（現 ガステックサービス㈱取締役） 

  執行役員       鈴木 一司（現 ガステックサービス㈱取締役） 

  執行役員       棚橋 弘之（現 ガステックサービス㈱取締役） 

  執行役員       金田 恭伸（現 取締役） 

  執行役員       仲野 哲央（現 取締役） 

  執行役員       渡会 隆行（現 Ｅ＆Ｓ本社経営企画部長） 

 

(2) ガステックサービス株式会社（平成 30 年２月 16 日付） 

① 代表取締役の異動 

  [昇任] 

代表取締役会長    神野 吾郎（現 代表取締役社長） 

[新任] 

  代表取締役社長    鳥居 裕 （現 中部ガス㈱代表取締役専務） 

 

② 取締役の異動 

  [新任] 

  常務取締役      鈴木 敬太郎（現 中部ガス㈱常務取締役） 

  取締役             松井 和彦（現 ㈱サーラコーポレーション代表取締役専務） 

  [異動] 

  取締役相談役     中村 捷二（現 取締役） 

 

③ 執行役員の異動 

  [新任] 

  執行役員       山田 佳弘（現 中部ガス㈱取締役） 

  執行役員       大島 史彰（現 取締役） 

  執行役員       鈴木 一司（現 取締役） 

  執行役員       棚橋 弘之（現 取締役） 

  執行役員       金田 恭伸（現 中部ガス㈱取締役） 

  執行役員       仲野 哲央（現 中部ガス㈱取締役） 

  執行役員       渡会 隆行（現 Ｅ＆Ｓ本社経営企画部長） 
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（ご参考）役員異動後の中部ガス㈱及びガステックサービス㈱の取締役・執行役員の体制（平成 30 年２月 16 日付） 

役職 氏名 地位及び担当（重要な兼職の状況） 

代表取締役会長 神野 吾郎 （㈱サーラコーポレーション代表取締役社長） 

代表取締役社長 鳥居 裕 Ｅ＆Ｓ本社統括 

常務取締役  澤井 成人 Ｅ＆Ｓ本社管理部門担当 

常務取締役  鈴木 敬太郎 Ｅ＆Ｓ本社企画部門担当 

常務取締役  大場 吉恭 Ｅ＆Ｓ本社暮らしのＳＡＬＡ推進部門担当 

取締役相談役  中村 捷二 （㈱サーラコーポレーション代表取締役会長） 

取締役  松井 和彦 （㈱サーラコーポレーション代表取締役専務） 

※社外取締役 鈴木 俊宏 （スズキ㈱代表取締役社長） 

執行役員  山田 佳弘 暮らしのＳＡＬＡ推進豊橋地区統括兼中部ガス㈱豊橋支店長 

執行役員  大島 史彰 Ｅ＆Ｓ本社ＢＳ推進部門担当 

執行役員  鈴木 一司 暮らしのＳＡＬＡ推進豊橋地区副統括兼ガステックサービス㈱東三河支社長

執行役員  棚橋 弘之 暮らしのＳＡＬＡ推進浜松地区統括兼ガステックサービス㈱浜松支社長 

執行役員  金田 恭伸 Ｅ＆Ｓ本社供給保安部門担当兼Ｅ＆Ｓ本社供給事業部長 

執行役員  仲野 哲央 Ｅ＆Ｓ本社経営管理部長兼中部ガス㈱浜松支社長 

執行役員  渡会 隆行 Ｅ＆Ｓ本社経営企画部長 

※鈴木俊宏氏は中部ガス㈱のみの社外取締役であります。 

 

２．主要子会社の役員の異動 

(1) 株式会社中部（平成 30 年２月 14 日付） 

① 代表取締役の異動 

  [昇任] 

  代表取締役会長    石原 裕 （現 代表取締役社長） 

  [新任] 

  代表取締役社長    榑林 孝尚（現 専務取締役） 

 

② 取締役の異動 

  [退任] 

  取締役        吉田 芳樹 

 

(2) サーラカーズジャパン株式会社（平成 30 年２月 16 日付） 

① 代表取締役の異動 

  [退任] 

  代表取締役専務    竹内 章仁（顧問就任予定） 

 

② 取締役の異動 

  [新任] 

  専務取締役営業統括本部長  坂爪 謙治（現 営業統括本部長） 

  取締役管理本部長         高林 成幸（現 管理本部長） 
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[退任] 

  常務取締役      山梨 功 

  取締役        柳沼 登志男（中部ガス不動産㈱取締役就任予定） 

 

(3) 株式会社アスコ（平成 30 年２月 16 日付） 

 取締役の異動 

  [新任] 

  取締役東日本支店長   根岸 哲治（現 東日本支店長） 

取締役中日本支店長  井手田 節（現 中日本支店長） 

 

(4) 中部ガス不動産株式会社（平成 30 年２月 14 日付） 

 取締役の異動 

  [新任] 

  取締役        柳沼 登志男（現 サーラカーズジャパン㈱取締役） 

  取締役        宮川 直樹（現 ㈱サーラホテル＆レストランズ代表取締役社長）（兼任） 

  [退任] 

  取締役会長      田中 清之（顧問就任予定） 

  取締役相談役     中村 捷二（相談役就任予定） 

 

３．その他子会社の代表取締役の異動 

サーラの水株式会社（平成 30 年２月 15 日付） 

  [新任] 

代表取締役社長    本多 洋介（現 ㈱サーラコーポレーション ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部部長代理）（兼任） 

  [退任] 

  代表取締役社長    倉田 義久 

以 上 

 

 


