
【株式会社ザイマックス】

代表取締役 島田 雅文
代表取締役 吉本 健二
取締役 苧坂 隆
取締役 辛島 秀夫
取締役 宮島 智彦
社外取締役 相亰 重信
監査役 髙木 邦夫

代表執行役員会長兼CEO 島田 雅文
執行役員副会長 苧坂 隆
代表執行役員社長 吉本 健二
執行役員副社長 辛島 秀夫
専務執行役員 宮島 智彦
常務執行役員 有地 英之
常務執行役員 川北 茂樹
常務執行役員 佐々木 文裕
常務執行役員 佐藤 亮祐
常務執行役員 杉本 和也
常務執行役員 中田 昌孝
常務執行役員 東浦 定宏
執行役員 石黒 由高
執行役員 金田 克明
執行役員 黒川 義民
執行役員 小竹 久美子
執行役員 髙木 章光
執行役員 武田 直
執行役員 宮崎 裕久
執行役員 守谷 尚子

・有地 英之　常務執行役員 昇任
・佐藤 亮祐　常務執行役員 就任
・黒川 義民　執行役員就任
・新島 剛　 　執行役員退任

株式会社ザイマックス、及びザイマックスグループ各社における、
4月1日付の役員人事に関する変更につき、ご案内申し上げます。

取締役・監査役

執行役員



【株式会社ザイマックスアルファ】

代表取締役社長 吉本 健二
専務取締役 山本 晃
常務取締役 井上 武
取締役 奥田 正明
取締役 木村 昌之
取締役 黒川 義民
取締役 小坂 秀樹
取締役 島田 雅文
取締役 田口 徹
取締役 原田 徹哉
取締役 吉田 源弘
監査役 川北 茂樹

・黒川 義民　取締役就任

【株式会社ザイマックストラスト】

取締役会長 苧坂 隆
代表取締役社長 大山 泉之
取締役 杉本 和也
取締役 吉村 竜一
監査役 川北 茂樹

・大山 泉之　取締役から代表取締役社長へ
・吉村 竜一　代表取締役社長から取締役へ

【株式会社ザイマックス不動産投資顧問】

代表取締役社長 稲月 伸仁
取締役 杉本 和也
取締役 山口 恭司
監査役 川北 茂樹

・杉本 和也　取締役 就任
・吉村 竜一　取締役 退任

【株式会社ザイマックス防災テクニカ神奈川】
　　※4月1日付で日本防災センターの社名をザイマックス防災テクニカ神奈川へ変更しました。

代表取締役社長 山本　晃
常務取締役 安部　淳
取締役 　小坂　秀樹

・山本 晃　 　代表取締役社長 就任
・藤原 建次　代表取締役　退任
・武田 直　 　取締役　退任



【株式会社メンテナンスファクトリー東大阪】
　　※4月1日付でウジハラ総合設備の社名をメンテナンスファクトリー東大阪へ変更しました。

代表取締役社長 吉田　正
取締役 三宅　正則

・吉田　正　代表取締役社長 就任
・氏原　稔　代表取締役　退任

【株式会社からくさホテルズ】

代表取締役社長 佐藤 亮祐
取締役 佐々木 文裕
取締役 宮島 智彦
取締役 吉本 健二

・深江 秀樹　取締役 退任

【株式会社からくさホテルズ東京】

代表取締役社長 佐藤 亮祐
取締役 宮島 智彦

・深江 秀樹　取締役 退任

【株式会社からくさホテルズ関西】

代表取締役社長 久森 健二
取締役 佐藤 亮祐
取締役 宮島 智彦

・深江 秀樹　取締役 退任

【株式会社からくさホテルズ札幌】

代表取締役社長 佐藤 亮祐
専務取締役 長谷 本治
取締役 宮島 智彦

・深江 秀樹　取締役 退任



【アビリタスホスピタリティ株式会社】

代表取締役社長 佐藤 亮祐
取締役 佐々木 文裕

・深江 秀樹　取締役 退任

【株式会社マックスリアルティー】

代表取締役 辛島 秀夫
代表取締役 甲斐 泰正
取締役 吉村 竜一
取締役 小平 正明
取締役 松本 太一
取締役 島田 雅文
取締役 橘 正喜
取締役 杉本 和也
取締役 山﨑 秀之
取締役 高木 章光
監査役 加藤 隆彦

執行役員社長 辛島 秀夫
執行役員副社長 甲斐 泰正
執行役員副社長 吉村 竜一
専務執行役員 小平 正明
常務執行役員 新島 剛
常務執行役員 守谷 尚子
執行役員 秋田 正純
執行役員 深江 秀樹
執行役員 福渡 毅志
執行役員 松本 太一
執行役員 山田 崇宏

・辛島 秀夫　代表取締役 執行役員社長 就任
・甲斐 泰正　代表取締役 執行役員副社長 就任
・吉村 竜一　取締役 執行役員副社長 就任
・小平 正明　取締役 専務執行役員 就任
・島田 雅文　取締役 就任
・橘 正喜　　 取締役 就任
・高木 章光　取締役 就任
・新島 剛　　 常務執行役員 就任、常務取締役 退任
・守谷 尚子　常務執行役員 就任、常務取締役 退任
・秋田 正純　執行役員 就任、取締役 退任
・深江 秀樹　執行役員 就任
・福渡 毅志　執行役員 就任
・松本 太一　執行役員 就任
・山田 崇宏　執行役員 就任、取締役 退任

以上

執行役員

取締役・監査役


