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2022年3月9日 

 

各 位 

三菱ＨＣキャピタル株式会社 

代表取締役 社長執行役員 柳井 隆博 

(コード番号:8593) 

(上場取引所:東・名) 

 

主要人事に関するお知らせ 
 

当社は、下記のとおり主要人事の異動を行うこととしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

〇異動(2022年4月1日付) 

新 現 氏    名 

Mitsubishi HC Capital UK PLC 

Director&CEO 

Mitsubishi HC Capital UK PLC  

Director&CEO 

Mitsubishi HC Capital America, Inc. 

Chairman 

Robert  

D. Gordon 

IT部長 IT統括部長 松尾 秀司 

人事部長 
人事統括部長  

兼 人事第一部長 
岡崎 晴希 

営業統括部長 日本事業企画部長 斎藤 裕之 

セクター第一営業部長 再生可能エネルギー事業部長 幸道 和幸 

ライフ営業部長 ライフ事業本部長 富山 雅史 

審査部長 セクター第三営業部長 中村 圭吾 

産業営業第二部 部長 産業営業第二部長 宇野 勉 

審査部 部長 審査第一部長 神田 克治 

ヘルスケア営業部長 ヘルスケア事業部長 小鴨 剛 

営業統括部 部長 営業統括部長 佐藤 道明 

法人営業部長 法人事業本部長 佐藤 泰弘 

モビリティ事業部 部長 モビリティソリューション事業部長 清水 達平 

環境エネルギー事業部長 環境・エネルギー事業本部長 濱 一郎 

日立グループ事業部長 日立グループ事業本部長 黒澤 彰夫 

名古屋セクター営業部長 東京第一営業部長 山田 一晴 

管理部長 管理第二部長 坂口 真 

事務部長 
事務統括部長 

兼 事務第二部長 
八木原 朗 
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ＭＨＣインシュアランス株式会社 

(代表取締役社長就任予定) 

Bangkok Mitsubishi HC Capital  

Co., Ltd. 社長 

兼 Thai MHC Co., Ltd. 社長 

岩沢 徹 

法人営業サポート部長 法人営業サポート部 担当課長 西村 哲之輔 

日立情報営業第一部長 情報営業第一部長 高岡 太郎 

日立情報営業第二部長 

兼 日立グループ事業部 担当部長 

情報営業第二部長 

兼 日立グループ事業部 担当部長 
坂詰 佳則 

日立情報営業第三部長 情報営業第三部長 清水 敬郎 

日立カード営業部長 カード営業部長 水谷 健太郎 

産業営業第一部長 新潟法人支店長 永吉 憲一 

産業営業第二部長 産業営業第一部長 谷川 宗一郎 

北海道法人支店長 
日立グループ営業部 課長 

兼 日立グループ事業部 担当課長 
佐藤 聡一郎 

新潟法人支店長 北海道法人支店長 川口 真典 

中部法人支店長 社会・産業営業部長 羽石 克明 

九州法人支店長 中部法人支店長 東村 光弘 

ベンダーソリューション営業部長 ベンダーソリューション事業部長 北 修 

社会・産業営業部長 九州法人支店長 田中 慎一郎 

セクター第三営業部長 九州支店長 新田 英司 

セクター第四営業部長 営業統括部 特命部長 山口 雅人 

セクター第五営業部長 セクター第四営業部長 林 和成 

東京第一営業部長 セクター第一営業部長 角井 元規 

東北支店長 セクター第二営業部 営業第一課長 八木 慎 

刈谷営業部長 名古屋セクター営業部 営業第二課長 矢崎 正之 

協定リース部長 大阪第一営業部 営業第三課長 遠藤 雅哉 

九州支店長 営業統括部 営業推進グループ 次長 八束 達 

エム・キャスト株式会社 

(代表取締役社長就任予定) 
エム・キャスト株式会社 取締役副社長 山内 泰博 

Mitsubishi HC Capital Leasing 

(Beijing) Co., Ltd. (董事長就任予定) 

Mitsubishi HC Capital Leasing 

(Beijing) Co., Ltd. 董事 
西島 智 

Mitsubishi HC Capital (Singapore) 

Pte. Ltd. (社長就任予定) 
海外統括部 欧州・米州グループ 次長 須賀 直美 

Bangkok Mitsubishi HC Capital  

Co., Ltd. (社長就任予定)  

兼 Thai MHC Co., Ltd.  

(社長就任予定） 

海外統括部 部長 長谷川 太郎 

環境エネルギー営業部長 エネルギー事業開発部長 杉田 勝成 

人事部 部長 
人事統括部 部長  

兼 人事第二部長 
山中 大剛 
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審査企画部 部長 
審査開発部長 

兼 審査企画部 部長 
谷口 栄朗 

管理部 部長 管理第一部長 佐藤 陽治 

事務部 部長 
事務第一部長 

兼 事務統括部 部長 
伊藤 秀成 

国内グループ会社部 部長 刈谷営業部長 天池 哲也 

IT部 特命部長 

IT第一部長  

兼 IT第一部 システム開発グループ長 

兼 IT統括部 IT企画推進グループ 

部長代理 

佐々木 勉 

IT部 特命部長 

IT第二部長 

兼 IT第二部 システム企画グループ 

次長 

兼 IT統括部 IT企画推進グループ 

次長 

西川 和志 

海外統括部 特命部長 海外業務部長 富川 鉄平 

環境エネルギー事業部 特命部長 環境エネルギー事業部長 工藤 哲也 

日立グループ事業部 担当部長 日立グループ事業部長 石原 真一 

日立グループ事業部 担当部長 神奈川法人支店長 佐久間 英俊 

日立グループ事業部 担当部長 法人営業サポート部長 高野 宏之 

法人営業部 担当部長 法人事業部長 大竹 知之 

ライフ営業部 担当部長 ライフ事業部長 高山 巌 

ＭＨＣトリプルウィン株式会社 

(監査役就任予定) 

事業企画本部 担当本部長 

(中部・関西地域担当) 
久保田 正司 

ＭＨＣリユースサービス株式会社 

(取締役就任予定) 

事業企画本部 担当本部長 

(東日本地域担当) 
山口 貴之   

HGE株式会社 (監査役就任予定)  

兼 HSE株式会社 (監査役就任予定)  

兼 HWP株式会社 (監査役就任予定) 

事業企画本部 担当本部長 

(西日本地域担当) 
山端 達郎 

人事部 人事企画グループ 次長 東北支店長 大原 総一郎 

機械営業部 営業第一課長 
Mitsubishi HC Capital (Singapore) 

Pte. Ltd. 社長 
村山 徳寿 

Mitsubishi HC Capital UK PLC グローバル事業企画部長 眞鍋 圭二 

ディー・エフ・エル・リース株式会社 
ＭＨＣインシュアランス株式会社 

代表取締役社長 
澤田 隆志 

株式会社U-MACHINE 東京オフィス 協定リース部長 加納 幹也 

三菱オートリース株式会社 エム・キャスト株式会社 代表取締役社長 瀬間 淑匡 

三菱ＨＣキャピタルエナジー株式会社 
ＭＨＣユーティリティイノベーション 

株式会社 代表取締役社長 
松本 義法 
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〇異動(2022年4月1日付) 

新 現 氏    名 

モビリティ事業部長 出向 三菱商事株式会社 南部 聡 

三菱商事株式会社 モビリティサービス部長 出向 坂田 孝章 

 

〇異動(2022年4月1日付) 

新 現 氏    名 

プロダクトソリューション事業部長 株式会社日立製作所 片山 透 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

三菱ＨＣキャピタル株式会社 

コーポレートコミュニケーション部 

〒100-6525 東京都千代田区丸の内一丁目 5番 1号 

TEL 03-6865-3002 (直通) 

以 上 


