
〔役員〕 
代表取締役社長                       森野雄三 
専務取締役  （メカトロ営業本部長）            益城浩司 
取締役    （溶接機営業本部長）             柏 秀幸 
監査役                           前田哲夫 
 
〔部門長〕 
企画管理部長  （兼 ㈱ダイヘン メカトロ事業部 企画部長）中津 淳 
溶接機営業本部  北日本営業部長              中居裕一 

同     首都圏ブロック長（兼 副本部長）     重富隆宏 
   同     関東営業部長               石田達也 
   同     東京営業部長               長野道徳 
   同     中部営業部長               小林将也 
   同     関西営業部長（兼 副本部長）       徳野義信 
   同     中国営業部長               小森壽生 
   同     四国営業部長               利根勇仁 
   同     九州営業部長               湯川正崇 
   同     技術営業部長               上園敏郎 
メカトロ営業本部 関東営業部長               西野晋司 
   同     東日本営業部長              武ノ内正行 
   同     中日本営業部長              藤井敏彦 
   同     西日本営業部長              浅野真一 
 
 
なお、元常務取締役 村上 勲は溶接機営業本部付けとなりました 
取締役 浜野洋次は㈱ダイヘン 溶接機事業部 海外部長に就任いたしました 
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本社 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4丁目1番 078-275-2005

溶接機営業本部 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4丁目1番 078-275-2005
□北日本営業部 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目7番地7 022-218-0391
　札幌営業所 003-0022 北海道札幌市白石区南郷通1丁目南9番5号 011-846-2650
　釧路営業所 085-0035 北海道釧路市共栄大通9丁目１番1011号 K&Mﾋﾞﾙ内 0154-32-7297
□関東営業部 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目16番地 048-651-6188
　北関東営業所 323-0822 栃木県小山市駅南町4丁目20番2号 0285-28-2525
　新潟営業所 950-0941 新潟県新潟市中央区女池7丁目25番4号 025-284-0757
　太田営業所 373-0847 群馬県太田市西新町14-10　ﾅﾁﾛﾎﾞｯﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ内 0276-61-3791
□東京営業部 105-0002 東京都港区愛宕1丁目3番4号 愛宕東洋ﾋﾞﾙ10階 03-5733-2960 
　千葉営業所 273-0004 千葉県船橋市南本町7番5号 ｽﾄｰｸﾏﾝｼｮﾝ1階 047-437-4661
　横浜営業所 242-0001 神奈川県大和市下鶴間2309番地2 046-273-7111
　長野営業所 399-0034 長野県松本市野溝東1丁目11番27号 0263-28-8080
□中部営業部 464-0057 愛知県名古屋市千種区法王町1丁目13番地 052-752-2322
　富士営業所 417-0061 静岡県富士市伝法3088番地6 0545-52-5273
　静岡営業所 430-0852 静岡県浜松市中区領家2丁目12番15号 053-463-3181
　豊田営業所 473-0932 愛知県豊田市堤町寺池上70番地1 0565-53-1123
　北陸営業所 920-0027 石川県金沢市駅西新町3丁目16番11号 076-221-8803
□関西営業部 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4丁目1番 078-275-2030
　京滋営業所 520-3024 滋賀県栗東市小柿7丁目1番25号 077-554-4495
□中国営業部 733-0035 広島県広島市西区南観音2丁目3番3号 082-294-5951
　岡山営業所 700-0951 岡山県岡山市北区田中133-101 086-243-6377
　福山営業所 721-0907 広島県福山市春日町2丁目8番3号 ﾊｲｸﾞﾚｰｽ山口103号 084-941-4680
□四国営業部 764-0012 香川県仲多度郡多度津町桜川1丁目3番8号 0877-33-0030
□九州営業部 816-0934 福岡県大野城市曙町2丁目1番8号 092-573-6101
　長崎営業所 850-0004 長崎県長崎市下西山町10番6号 大蔵ﾋﾞﾙ101号 095-824-9731
　南九州営業所 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2268番地38 096-233-0105
　大分営業所 870-0142 大分県大分市三川下2丁目7番28号 KAZUﾋﾞﾙ内 097-553-3890
□技術営業部 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4丁目1番 078-275-2030

メカトロ営業本部 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4丁目1番 078-275-2008
□関東営業部 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目16番地 048-651-6188
　太田営業所 373-0847 群馬県太田市西新町14-10　ﾅﾁﾛﾎﾞｯﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ内 0276-61-3791
□東日本営業部 105-0002 東京都港区愛宕1丁目3番4号 愛宕東洋ﾋﾞﾙ10階 03-5733-2960 
　札幌営業所 003-0022 北海道札幌市白石区南郷通1丁目南9番5号 011-846-2650
　東北営業所 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目7番地7 022-218-0391
　横浜営業所 242-0001 神奈川県大和市下鶴間2309番地2 046-273-7111
□中日本営業部 464-0057 愛知県名古屋市千種区法王町1丁目13番地 052-752-2322
　静岡営業所 430-0852 静岡県浜松市中区領家2丁目12番15号 053-463-3181
　豊田営業所 473-0932 愛知県豊田市堤町寺池上70番地1 0565-53-1123
□西日本営業部 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4丁目1番 078-275-2030
　岡山営業所 700-0951 岡山県岡山市北区田中133-101 086-243-6377
　広島営業所 733-0035 広島県広島市西区南観音2丁目3番3号 082-294-5951
　九州営業所 816-0934 福岡県大野城市曙町2丁目1番8号 092-573-6101
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