
   2022年 6月 23日 
 

 

 

報道関係各位 

 

役員人事について 

 

森トラスト株式会社（本社：東京都港区 社長：伊達 美和子）は、以下のとおり役員人事を決定しまし

たのでお知らせいたします。 

 

＜取締役・監査役＞                                   2022/6/23付 

役名 氏名 管掌部門 

代表取締役会長 森 章       

代表取締役社長 伊達 美和子   

取締役副社長 内村 賢一   ㈱森トラスト・ホールディングス経営管理部 

取締役副社長 堀野 郷 総務人事部、人財開発室、会長秘書室 

㈱森トラスト・ホールディングス監査部、総務人事部 

専務取締役 高橋 信 社長室戦略本部、投資事業部 

常務取締役 秋庭 隆   総務人事部、内部監査室 

常務取締役 浅野 一雄 営業本部、広報部、社長室戦略本部まちづくり推進室※1、不動産仲介部 

常務取締役 丸山 一真 発注部 

常務取締役 増永 義彦 不動産開発本部 

取締役 舟山 英樹 社長室戦略本部デジタルデザイン室、ビル事業管理部※2 

㈱森トラスト・ホールディングス経営管理部 

取締役 枝吉 真嗣 ㈱森トラスト・ホールディングス経営管理部 

監査役 笠原 正英  

監査役 米井 茂夫  

 

＜執行役員＞                                                                          2022/7/1付 

役名 氏名 管掌部門 

常務執行役員 半田 智之  営業本部営業第 3グループ、大阪支店 

執行役員 松井 徳彦  仙台支店 

執行役員 桑田 一信 不動産開発本部コンストラクションマネジメント部、災害対策室 

執行役員 相馬 剣之介 

 

総務人事部、人財開発室 

㈱森トラスト・ホールディングス総務人事部 

 
 

以上 

 

※1 2021年 9月 1日より「社長室戦略本部東京ワールドゲートまちづくり推進室」から組織名称を変更しております。 

※2 2021年 7月 1日より「業務管理部」から組織名称を変更しております。 

 

  

森トラスト株式会社 
お問い合わせ先：広報部 

TEL 03-5511-2255 FAX 03-5511-2259 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

略 歴 書 

<取締役>

氏名 生年月日

1955年5月 泰成㈱（現・㈱森トラスト・ホールディングス）取締役

1960年4月 安田信託銀行㈱（現・みずほ信託銀行㈱）入行

1972年4月 森ビル㈱取締役

1973年7月 当社取締役

1975年2月 泰成㈱（現・㈱森トラスト・ホールディングス）代表取締役

1979年4月 森ビル㈱常務取締役

1987年7月 森ビル観光㈱（合併により現・森トラスト㈱）代表取締役社長

1993年1月 当社代表取締役社長

1995年6月 森ビル観光㈱（合併により現・森トラスト㈱）取締役会長

2002年5月 ＭＴファシリティサービス㈱（現・森トラスト・ビルマネジメント㈱）代表取締役会長

2006年4月 森観光トラスト㈱（現・森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）取締役会長

2006年8月 ㈱森トラスト・ホールディングス代表取締役社長（現任）

2007年6月 森観光トラスト㈱（現・森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）取締役

2007年6月 ＭＴファシリティサービス㈱（現・森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役

2016年6月 当社代表取締役会長（現任）

1996年4月 ㈱長銀総合研究所入社

1998年10月 当社入社

1999年6月 ㈱森泰コーポレーション（現・㈱森トラスト・ホールディングス）取締役

2000年9月 当社取締役

2003年3月 当社常務取締役

2008年6月 当社専務取締役

2008年6月 森観光トラスト㈱（現・森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）専務取締役

2009年6月 ㈱万平ホテル代表取締役会長（現任）

2010年5月 森観光トラスト㈱（現・森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）代表取締役専務

2011年6月 同社代表取締役社長（現任）

2016年6月 森トラスト・ビルマネジメント㈱取締役（現任）

2016年6月 当社代表取締役社長（現任）

2021年6月 ㈱森トラスト・ホールディングス代表取締役（現任）

1978年4月 森ビル㈱入社

1996年7月 当社財務経理部部長

1997年7月 当社取締役

2000年7月 当社常務取締役

2002年7月 当社専務取締役

2004年3月 アーバンライフ㈱取締役

2007年3月 同社取締役会長

2008年4月 同社取締役

2008年6月 ＭＴファシリティサービス㈱（現・森トラスト・ビルマネジメント㈱）代表取締役社長

2016年4月 ㈱森トラスト・ホールディングス執行役員経営管理部長

2016年6月 同社取締役（現任）

2016年6月 当社取締役副社長（現任）

1976年4月 日本開発銀行（現・㈱日本政策投資銀行）入行

2000年6月 同行管理部長

2001年12月 同行四国支店長

2003年6月 同行審査部長

2004年7月 当社顧問

2006年6月 森トラスト・アセットマネジメント㈱代表取締役社長

2007年7月 森トラスト総合リート投資法人執行役員

2017年6月 当社取締役副社長（現任）

2019年6月 ㈱森トラスト・ホールディングス取締役（現任）

1988年4月 森ビル㈱入社

2011年5月 ㈱パルコ取締役

2011年7月 当社投資事業本部部長

2012年6月 アーバンライフ㈱取締役

2012年7月 当社執行役員投資事業本部部長

2013年6月 当社取締役

2015年6月 当社常務取締役

2017年6月 当社専務取締役（現任）

2018年3月 ＭＴ＆ヒルトンホテル㈱代表取締役社長

2018年6月 フォレセーヌ㈱代表取締役社長（現任）

2019年5月 ＭＴ＆Ｍホテルマネジメント㈱代表取締役社長

1981年4月 森ビル㈱入社

2009年7月 当社執行役員人事部長

2011年6月 当社取締役

2013年6月 当社常務取締役（現任）

2019年6月 城山熱供給㈱代表取締役社長（現任）

常務取締役 秋庭
あ き ば

　隆
たかし

1957年９月９日生

取締役副社長 堀野
ほ り の

　郷
さとし

1953年10月28日生

専務取締役 高橋
たかはし

　信
しん

1965年３月19日生

代表取締役社長 伊達
だ て

　美和子
み わ こ

1971年５月７日生

取締役副社長 内村
う ちむら

　賢一
けんいち

1952年10月12日生

役名 略歴

代表取締役会長 森
もり

　　章
あきら

1936年７月12日生



  

                                                  

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<監査役>

1974年4月 森ビル㈱入社

2006年8月 当社総務部長

2007年7月 当社執行役員総務部長

2011年6月 城山熱供給㈱代表取締役社長

2013年6月 当社取締役

2019年6月 ㈱森トラスト・ホールディングス監査役（現任）

2019年6月 当社監査役（現任）

1983年4月 森ビル㈱入社

2012年7月 当社財務部専門部長

2020年6月 ㈱森トラスト・ホールディングス監査役（現任）

2020年6月 当社監査役（現任）

監査役 笠原  正英
かさはら まさひ で

1952年２月24日生

監査役 米井　茂夫
よ ね い し げ お

1959年９月18日生

1990年4月 森ビル㈱入社

2010年5月 当社営業本部ビル営業第２部長

2013年7月 当社執行役員営業本部ビル営業第１部長

2015年3月 MT＆ヒルトンホテル㈱代表取締役社長

2015年6月 当社取締役

2019年6月 当社常務取締役（現任）

1990年4月 森ビル㈱入社

2011年7月 当社発注部長

2013年7月 当社執行役員発注部長

2015年6月 当社取締役

2016年6月 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱取締役

2019年6月 当社常務取締役（現任）

1989年4月 大和ハウス工業㈱入社

2002年9月 森トラスト㈱入社

2013年7月 当社コンストラクションマネジメント部長

2015年7月 当社執行役員コンストラクションマネジメント部長

2015年8月 当社執行役員不動産開発本部アセットマネジメント部長
兼 同本部コンストラクションマネジメント部長

2016年6月 当社取締役
2019年6月 当社常務取締役（現任）

1988年4月 森ビル観光㈱入社（合併により現・森トラスト㈱）

2007年4月 森トラスト㈱入社

2017年7月 当社経理部長

2018年7月 当社執行役員経理部長

2019年6月 当社取締役（現任）

2019年6月 森トラスト・ビルマネジメント㈱常務取締役（現任）

2019年6月 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱常務取締役

2021年3月 ＭＴ＆ヒルトンホテル㈱代表取締役社長（現任）

2021年3月 ＭＴ＆Ｍホテルマネジメント㈱代表取締役社長（現任）

2022年6月 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱専務取締役（現任）

2022年7月 ㈱森トラスト・ホールディングス執行役員（予定）

1990年4月 森ビル㈱入社

2015年7月 当社財務部財務課専門部長

2016年4月 ㈱森トラスト・ホールディングス経営管理部専門部長

2019年7月 ㈱森トラスト・ホールディングス執行役員経営管理部長

2019年7月 当社執行役員

2021年4月 ㈱森トラスト・ホールディングス執行役員経営管理部部長

2022年6月 当社取締役（現任）

2022年7月 ㈱森トラスト・ホールディングス取締役経営管理部長（予定）

常務取締役 浅野
あ さ の

　一雄
か ず お

1967年６月29日生

常務取締役 増永
ますなが

  義彦
よ しひこ

1966年８月12日生

常務取締役 丸山　一真
まるやま かずなお

1965年７月８日生

取締役 枝吉　真嗣
え だ よ し し ん じ

1967年２月12日生

取締役 舟山
ふなやま

　英樹
え い じ

1964年11月２日生



 

                                                                               
<執行役員>

1988年4月 森ビル㈱入社

2010年5月 当社ビル営業部営業第1部長

2012年4月 当社大阪支店長

2012年6月 日本エスリード㈱取締役（現・エスリード㈱）（現任）

2013年7月 当社執行役員大阪支店長
2017年6月 当社執行役員東京ワールドゲートリーシング部長

兼 大阪支店長
2018年1月 当社執行役員営業本部営業第１部長

兼 大阪支店長
2019年7月 当社常務執行役員営業本部東京ワールドゲートグループ管掌

兼 大阪支店長
2019年7月 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱執行役員（現任）

2020年1月 当社常務執行役員営業本部オフィス第1グループ管掌
兼 大阪支店長

2020年7月 当社常務執行役員営業本部赤坂グループ管掌
兼 大阪支店長

2021年7月 当社常務執行役員営業本部営業第3グループ管掌
兼 大阪支店長（現任）

1988年4月 森ビル㈱入社

2012年7月 当社営業本部ビル営業第2部長

2015年7月 当社執行役員営業本部ビル営業第2部長

2016年12月 当社執行役員営業本部営業戦略部長

2017年6月 当社執行役員営業本部営業戦略部長
兼 商業・住宅事業部長

2018年1月 当社執行役員営業本部営業第2部長

2018年7月 当社執行役員仙台支店長（現任）

1986年4月 森ビル㈱入社

2016年8月 当社不動産開発本部コンストラクションマネジメント部長

2017年6月 森トラスト・ビルマネジメント㈱代表取締役社長（現任）

2017年6月 当社不動産開発本部コンストラクションマネジメント部長
兼 災害対策室長

2017年7月 当社執行役員不動産開発本部コンストラクションマネジメント部長
兼 災害対策室長（現任）

1999年4月 森ビル㈱入社

2017年7月 当社総務人事本部人事部長

2019年7月 当社総務人事本部総務人事部長

2021年7月 当社執行役員総務人事部長（現任）

2021年7月 ㈱森トラスト・ホールディングス執行役員総務人事部長（現任）

執行役員 松井　徳彦
まつ い な るひ こ

1965年３月19日生

常務執行役員 半田　智之
は ん だ と もゆ き

1965年10月20日生

執行役員 相馬　剣之介
そ う ま け ん の す け

1976年６月25日生

執行役員 桑田　一信
く わた か ずの ぶ

1962年11月29日生


