
所属略称名所属略称名所属略称名所属略称名 所属ブロック所属ブロック所属ブロック所属ブロック

役員 本社ブロック

役員（監査等委員） 環境ブロック

役員（環境機器開発Ｃ） 環境ブロック

役員（本社工場） 間接ブロック

役員（東京事業所） 東京ブロック

顧問 本社ブロック

監査等委員会室 環境ブロック

監査部 環境ブロック

経営企画部 本社ブロック

経営企画部事業管理室 間接ブロック

ＩＴ推進部 明石ブロック

ＩＴ推進部ＩｏＴシステム開発室 環境ブロック

ＩｏＴシステム開発室・大阪 大阪ブロック

ＩＴ推進部推進Ｇ企画推進Ｔ 明石ブロック

ＩＴ推進部推進Ｇ推進１Ｔ 明石ブロック

ＩＴ推進部推進Ｇ推進２Ｔ 明石ブロック

情報セキュリティ・インフラＧ 明石ブロック

人事総務部 本社ブロック

人事総務部Ｋ 間接ブロック

大阪支店総務課 大阪ブロック

東海支店管理統括課 東海ブロック

北関東支店総務課 北関東ブロック

北信越支店総務課 北信越ブロック

東関東支店総務課 東関東ブロック

神奈川支店総務課 神奈川ブロック

東北支店総務課 東北ブロック

中四国支店総務課 中四国ブロック

北海道支店総務課 北海道ブロック

技術管理部 開発ブロック

ものづくり技術部第１技術室３Ｇ 開発ブロック

人事総務部研修 本社ブロック

人事総務部・Ａ 本社ブロック

人事総務部総務法務室 本社ブロック

人事総務部人事企画室 本社ブロック

人事総務部人事企画室・東京 東京ブロック

人事総務部人事企画室・ＮＡＭ 間接ブロック

人事総務部人事企画室人材開発Ｇ 間接ブロック

財務部 本社ブロック

Ｃ・コミュニケーション部 本社ブロック

企画管理本部ＤＸ戦略推進ＰＪ 本社ブロック

グローバル本部 環境ブロック

グローバル統括１部事業企画１部 環境ブロック

グローバル事業企画１部企画Ｇ 環境ブロック

グローバル統括２部事業企画２部 環境ブロック



グローバル事業企画２部企画Ｇ 環境ブロック

グローバル本部企画管理室 環境ブロック

グローバル本部企画管理室管理Ｇ 環境ブロック

プロダクツ本部購買調達推進ＰＪ 間接ブロック

プロダクツ本部管理部 間接ブロック

プロダクツ管理部総務・労務Ｇ 間接ブロック

管理部総務・労務Ｇ総務Ｔ 間接ブロック

管理部総務・労務Ｇ総務Ｔ・Ａ 間接ブロック

管理部総務・労務Ｇ総務Ｔ・明石 明石ブロック

管理部総務・労務Ｇ労務Ｔ 間接ブロック

プロダクツ管理部ファシリティＧ 間接ブロック

生産本部 間接ブロック

生産本部生産企画部 間接ブロック

生産企画部生産企画室 間接ブロック

生産企画部ＮＲＰＳ推進室 間接ブロック

生産本部ものづくり技術部 開発ブロック

ものづくり技術部管理Ｇ 開発ブロック

ものづくり技術部第１技術室１Ｇ 開発ブロック

ものづくり技術部第１技術室２Ｇ 開発ブロック

ものづくり技術部第２技術室 開発ブロック

ものづくり技術部第２技術室１Ｇ 開発ブロック

ものづくり技術部第２技術室２Ｇ 開発ブロック

ものづくり技術部第２技術室３Ｇ 開発ブロック

ものづくり技術部第２技術室４Ｇ 開発ブロック

生産本部生産管理部 間接ブロック

生産管理部企画管理Ｇ 間接ブロック

生産管理部企画管理Ｇ生産情報Ｔ 間接ブロック

生産管理部製品管理Ｇ 間接ブロック

生産管理部製品管理Ｇ製品第１Ｔ 間接ブロック

生産管理部製品管理Ｇ製品第２Ｔ 間接ブロック

生産管理部製品管理ＧエレクＴ 3号棟ブロック

製品管理ＧエレクＴ・営 3号棟ブロック

生産管理部製品管理Ｇ特注Ｔ 間接ブロック

生産管理部部品管理Ｇ 製造ブロック

生産管理部部品管理Ｇ本工１Ｔ 製造ブロック

生産管理部部品管理Ｇ本工２Ｔ 製造ブロック

生産管理部部品管理Ｇ明石Ｔ 明石ブロック

生産管理部部品管理ＧエレクＴ 3号棟ブロック

生産管理部販売管理Ｔ 間接ブロック

生産管理部物流Ｇ 間接ブロック

生産管理部物流Ｇ輸出業務Ｔ 間接ブロック

生産管理部物流Ｇ業務Ｔ 間接ブロック

生産管理部物流ＧＮＡＭＴ 間接ブロック

生産管理部物流Ｇ加古川・三木Ｔ 加古川ブロック

物流Ｇ加古川・三木Ｔ・三木 加古川ブロック

生産管理部物流Ｇ大阪Ｔ 間接ブロック



生産管理部物流ＧつくばＴ 出向

生産管理部物流Ｇ稲岡Ｔ 出向

生産管理部部品Ｃ 加古川ブロック

部品Ｃ購買Ｔ 加古川ブロック

部品Ｃ業務Ｔ 加古川ブロック

部品Ｃ業務Ｔ・ＳＥＴ－Ｖ 加古川ブロック

生産本部温水製造部 製造ブロック

温水製造部本工１Ｇ 製造ブロック

温水製造部本工１Ｇ・Ａ 製造ブロック

本工１ＧＨＦ０９ 製造ブロック

本工１ＧＨＦ１２ 製造ブロック

本工１ＧＨＦ１３ 製造ブロック

本工１ＧＨＰ２６ 製造ブロック

本工１ＧＨＰ２７ 製造ブロック

本工１ＧＨＰ２８ 製造ブロック

本工１ＧＨＰ２９ 製造ブロック

本工１ＧＨＰＳ１ 製造ブロック

温水製造部本工２Ｇ 製造ブロック

本工２ＧＨＦ２２ 製造ブロック

本工２ＧＨＦ２３ 製造ブロック

本工２ＧＨＦ２４ 製造ブロック

本工２ＧＨＦ２８ 製造ブロック

本工２ＧＨＦ２９ 製造ブロック

本工２ＧＨＦ４１ 製造ブロック

本工２ＧＨＦ４２ 製造ブロック

本工２ＧＨＰＳ２ 製造ブロック

温水製造部明石Ｔ 明石ブロック

明石ＴＣＦ１６ 明石ブロック

明石ＴＣＦ１７ 明石ブロック

明石ＴＬＦ０１ 明石ブロック

明石ＴＬＰ０１ 明石ブロック

生産本部エレクトロニクス製造部 3号棟ブロック

エレク製造部本工エレクＧ 3号棟ブロック

本工エレクＧコントローラーＴ 3号棟ブロック

本工エレクＧコントＲＴＴＰ１２ 3号棟ブロック

本工エレクＧコントＲＴＴＰ１３ 3号棟ブロック

本工エレクＧコントＲＴＴＰ１４ 3号棟ブロック

本工エレクＧコントＲＴＴＰ１５ 3号棟ブロック

本工エレクＧコントＲＴＴＰ１６ 3号棟ブロック

本工エレクＧリモコンＴ 3号棟ブロック

本工エレクＧリモコンＴＴＰ２１ 3号棟ブロック

本工エレクＧリモコンＴＴＰ２２ 3号棟ブロック

本工エレクＧリモコンＴＴＰ２３ 3号棟ブロック

本工エレクＧリモコンＴＴＰ２４ 3号棟ブロック

本工エレクＧリモコンＴＴＰ２５ 3号棟ブロック

本工エレクＧリモコンＴＴＰ２６ 3号棟ブロック



本工エレクＧリモコンＴＴＰ２７ 3号棟ブロック

本工エレクＧリモコンＴＴＰ２８ 3号棟ブロック

本工エレクＧリモコンＴＴＰ２９ 3号棟ブロック

本工エレクＧリモコンＴＴＰ３１ 3号棟ブロック

資材購買本部 間接ブロック

資材購買本部第１購買部 間接ブロック

資材購買本部第１購買部１Ｇ 間接ブロック

資材購買本部第１購買部２Ｇ 間接ブロック

資材購買本部第２購買部 間接ブロック

資材購買本部第２購買部１Ｇ 間接ブロック

資材購買本部第２購買部２Ｇ 間接ブロック

資材購買本部原価企画部 間接ブロック

資材購買本部原価企画部企画Ｇ 間接ブロック

資材購買本部原価企画部管理Ｇ 間接ブロック

原価企画部管理Ｇ・Ａ 間接ブロック

原価企画部調達基盤・指令Ｇ 間接ブロック

研究開発本部 開発ブロック

研究開発本部技術戦略推進室 開発ブロック

温水商品開発部 開発ブロック

温水商品開発部第１開発室第１Ｇ 開発ブロック

温水商品開発部第１開発室第２Ｇ 開発ブロック

温水商品開発部第１開発室第３Ｇ 開発ブロック

温水商品開発部第１開発室第４Ｇ 開発ブロック

温水商品開発部第２開発室 開発ブロック

温水商品開発部第２開発室第１Ｇ 開発ブロック

温水商品開発部第２開発室第２Ｇ 開発ブロック

温水商品開発部第２開発室第３Ｇ 開発ブロック

非住宅商品開発部 開発ブロック

非住宅商品開発部第１Ｇ 開発ブロック

非住宅商品開発部第２Ｇ 開発ブロック

蓄熱商品開発部 開発ブロック

蓄熱商品開発部第１開発室 開発ブロック

蓄熱商品開発部第１開発室第１Ｇ 開発ブロック

蓄熱商品開発部第１開発室第２Ｇ 開発ブロック

蓄熱商品開発部第２開発室 開発ブロック

蓄熱商品開発部第２開発室第１Ｇ 開発ブロック

蓄熱商品開発部第２開発室第２Ｇ 開発ブロック

リビング住設商品開発部 開発ブロック

リビング住設商品開発部第１Ｇ 開発ブロック

リビング住設商品開発部第２Ｇ 開発ブロック

グローバル商品開発部 環境ブロック

グローバル商品開発部第１開発室 環境ブロック

グローバル第１開発室第１Ｇ 環境ブロック

グローバル第１開発室第２Ｇ 環境ブロック

グローバル商品開発部第２開発室 環境ブロック

グローバル第２開発室第１Ｇ 環境ブロック



グローバル第２開発室第２Ｇ 環境ブロック

エレクトロニクス開発部 環境ブロック

電子ユニット開発室 環境ブロック

電子ユニット開発室第１Ｇ 環境ブロック

電子ユニット開発室第２Ｇ 環境ブロック

システムユニット開発室 環境ブロック

システムユニット開発室第１Ｇ 環境ブロック

システムユニット開発室第２Ｇ 環境ブロック

システムユニット開発室第３Ｇ 環境ブロック

オプション製品開発室 環境ブロック

オプション製品開発室第１Ｇ 環境ブロック

オプション製品開発室第２Ｇ 環境ブロック

制御ソフトウェア開発部 環境ブロック

制御ソフトウェア第１室第１Ｇ 環境ブロック

制御ソフトウェア第１室第２Ｇ 環境ブロック

制御ソフトウェア第１室第３Ｇ 環境ブロック

制御ソフトウェア開発第２開発室 環境ブロック

制御ソフトウェア第２室第１Ｇ 環境ブロック

制御ソフトウェア第２室第２Ｇ 環境ブロック

ＩｏＴ技術開発室 環境ブロック

ＩｏＴ技術開発室・大阪 大阪ブロック

イノベーションセンター 開発ブロック

基礎技術研究室 開発ブロック

要素技術研究部 開発ブロック

要素技術研究部第１研究室 開発ブロック

要素技術研究部第１研究室第１Ｇ 開発ブロック

要素技術研究部第１研究室第２Ｇ 開発ブロック

要素技術研究部第２研究室 開発ブロック

要素技術研究部第２研究室第１Ｇ 開発ブロック

要素技術研究部第２研究室第２Ｇ 開発ブロック

要素技術研究部第３研究室 開発ブロック

要素技術研究部第３研究室第１Ｇ 開発ブロック

要素技術研究部第３研究室第２Ｇ 開発ブロック

要素技術研究部第４研究室 開発ブロック

開発サポート部 開発ブロック

開発サポート部設計品質開発室 開発ブロック

開発サポート部技術資料Ｇ 開発ブロック

開発サポート部設計支援Ｇ 開発ブロック

技術管理部管理Ｇ 開発ブロック

技術管理部管理Ｇ・Ａ 開発ブロック

技術管理部知的財産室 開発ブロック

技術管理部渉外室 東京ブロック

技術管理部デザイン室 環境ブロック

技術管理部デザイン室・東京 東京ブロック

品質保証推進本部 間接ブロック

第１品質保証部 間接ブロック



第１品質保証部企画管理Ｇ 間接ブロック

第１品証部商品性評価・認証Ｇ 間接ブロック

商品性評価・認証Ｇ返品Ｔ 間接ブロック

第１品質保証部保安Ｇ 間接ブロック

第２品質保証部 間接ブロック

第２品質保証部温水１Ｇ 間接ブロック

第２品質保証部温水１Ｇ検査Ｔ 間接ブロック

第２品質保証部温水２Ｇ 間接ブロック

第２品質保証部温水２Ｇ・北海道 北海道ブロック

第２品質保証部グローバルＧ 間接ブロック

第３品質保証部 間接ブロック

第３品質保証部エレク第１Ｇ 間接ブロック

第３品質保証部エレク第２Ｇ 間接ブロック

マーケティング企画部 東京ブロック

マーケティング企画部企画室 東京ブロック

マーケ企画室販売推進Ｇ 東京ブロック

マーケ企画室販売推進Ｇ・大阪 大阪ブロック

マーケ企画室温水商品企画Ｇ 開発ブロック

マーケ企画室厨房商品企画Ｇ 大阪ブロック

ブランドプロモーション推進室 東京ブロック

デジタルイノベーション推進室 東京ブロック

デジタルイノベ推進室開発Ｇ 東京ブロック

デジタルイノベ推進室ＣＸ推進Ｇ 東京ブロック

マーケティング企画部管理室 東京ブロック

コンポーネント営業部 間接ブロック

コンポーネント営業部温水Ｇ 間接ブロック

コンポーネント営業部産業ＰＶＧ 間接ブロック

非住宅事業部 間接ブロック

非住宅事業部企画室 間接ブロック

非住宅事業部企画室事業企画Ｇ 間接ブロック

非住宅事業部企画室販売推進Ｇ 間接ブロック

非住宅事業部営業部 東京ブロック

非住宅事業部営業部技術Ｇ 東京ブロック

非住宅事業部営業部関東営業Ｇ 東京ブロック

非住宅事業部営業部東海営業Ｔ 東海ブロック

非住宅事業部営業部東海Ｔ・浜松 東海ブロック

非住宅事業部営業部関西営業Ｇ 大阪ブロック

非住宅事業部営業部九州営業Ｔ 九州ブロック

サービス事業部 東京ブロック

サービス事業部企画室 東京ブロック

サービス事業部企画室企画Ｇ 東京ブロック

企画室サービス・サポート推進Ｇ 東京ブロック

サービスサポート推進Ｇ・八王子 西東京ブロック

サービス・サポートＧ業務支援Ｔ 西東京ブロック

業務支援Ｔ・東京 東京ブロック

サービス事業部技術室 間接ブロック



技術室アフターサービスＧ 間接ブロック

技術室管理Ｇ 間接ブロック

技術室技術支援Ｇ 間接ブロック

サービス事業部お客さま室 西新町ブロック

お客さま室業務サポートＣ 西新町ブロック

業務サポートＣ第１Ｔ 西新町ブロック

業務サポートＣ第１Ｔ・高円寺 高円寺ブロック

業務サポートＣ第２Ｔ 西新町ブロック

お客さま室カスタマーＣ 西新町ブロック

お客さま室カスタマーＣ・高円寺 高円寺ブロック

カスタマーＣ西第１Ｔ 西新町ブロック

カスタマーＣ西第２Ｔ 西新町ブロック

カスタマーＣ西第３Ｔ 西新町ブロック

カスタマーＣ東第１Ｔ 高円寺ブロック

カスタマーＣ東第２Ｔ 高円寺ブロック

カスタマーＣ教育Ｔ 西新町ブロック

お客さま室お客さまテクニカルＣ 西新町ブロック

お客さまテクニカルＣ第１Ｔ 西新町ブロック

お客さまテクニカルＣ第２Ｔ 西新町ブロック

お客さま室お客さまパーツＣ 西新町ブロック

営業統括部 東京ブロック

営業推進部 東京ブロック

営業推進部推進１Ｇ 東京ブロック

営業推進部推進２Ｇ 東京ブロック

営業推進部推進２Ｇ・提携 東京ブロック

営業推進部推進３Ｇ 東京ブロック

営業推進部技術Ｇ 東京ブロック

営業推進部技術Ｇ・大阪 大阪ブロック

営業推進部関西営業推進部 大阪ブロック

関西営業推進部推進１Ｇ 大阪ブロック

関西営業推進部推進２Ｇ 大阪ブロック

北海道支店 北海道ブロック

北海道支店・非住宅 北海道ブロック

北海道支店営業１課 北海道ブロック

北海道支店営業２課 北海道ブロック

北海道支店営業３課 北海道ブロック

北海道支店技術課 北海道ブロック

北海道支店技術課・ＡＳ 北海道ブロック

旭川営業所 北海道ブロック

釧路営業所 北海道ブロック

釧路営業所帯広営業Ｔ 北海道ブロック

函館営業所 北海道ブロック

東北支店 東北ブロック

東北支店・ＨＳ 東北ブロック

東北支店営業１課 東北ブロック

東北支店営業２課 東北ブロック



東北支店技術課 東北ブロック

青森営業所 東北ブロック

八戸営業所 東北ブロック

盛岡営業所 東北ブロック

秋田営業所 東北ブロック

山形営業所 東北ブロック

郡山営業所 東北ブロック

関東支社 東京ブロック

関東支社広域営業推進室 東京ブロック

関東支社広域営業推進室・業務 東京ブロック

関東支社都市ガス営業部 東京ブロック

関東都市Ｇ営業部営業技術支援Ｇ 東京ブロック

関東支社都市ガス営業部営業１Ｇ 東京ブロック

関東支社都市ガス営業部営業２Ｇ 東京ブロック

関東支社都市ガス営業部総務Ｇ 東京ブロック

北関東支店 北関東ブロック

北関東支店・ＨＳ 北関東ブロック

北関東支店営業１課 北関東ブロック

北関東支店営業２課 北関東ブロック

北関東支店営業３課 北関東ブロック

北関東支店営業推進課 北関東ブロック

北関東支店技術課 北関東ブロック

北関東支店技術課・ＡＳ 北関東ブロック

宇都宮営業所 北関東ブロック

高崎営業所 北関東ブロック

高崎営業所・太田 北関東ブロック

熊谷営業所 北関東ブロック

埼玉西営業所 北関東ブロック

東関東支店 東関東ブロック

東関東支店・ＨＳ 東関東ブロック

東関東支店営業１課 東関東ブロック

東関東支店営業２課 東関東ブロック

東関東支店営業推進課 東関東ブロック

東関東支店技術課 東関東ブロック

水戸営業所 東関東ブロック

つくば営業所 東関東ブロック

柏営業所 東関東ブロック

市川営業所 東関東ブロック

木更津営業所 東関東ブロック

東京支店 東京ブロック

東京支店営業１課 東京ブロック

東京支店営業２課 東京ブロック

東京支店営業推進課 東京ブロック

東京支店特需開発課 東京ブロック

東京支店技術課 東京ブロック

東京支店技術課・ＡＳ 東京ブロック



東京支店技術課・都住 東京ブロック

東京支店総務課 東京ブロック

西東京支店 西東京ブロック

西東京支店営業１課 西東京ブロック

西東京支店営業２課 西東京ブロック

西東京支店営業３課 西東京ブロック

西東京支店技術課 西東京ブロック

西東京支店総務課 西東京ブロック

甲府営業所 西東京ブロック

神奈川支店 神奈川ブロック

神奈川支店・ＨＳ 神奈川ブロック

神奈川支店営業１課 神奈川ブロック

神奈川支店営業２課 神奈川ブロック

神奈川支店営業３課 神奈川ブロック

神奈川支店営業推進課 神奈川ブロック

神奈川支店都市ガス課 神奈川ブロック

神奈川支店技術課 神奈川ブロック

神奈川支店技術課・ＡＳ 神奈川ブロック

相模原営業所 神奈川ブロック

厚木営業所 神奈川ブロック

北信越支店 北信越ブロック

北信越支店・ＨＳ 北信越ブロック

北信越支店営業課 北信越ブロック

北信越支店技術課 北信越ブロック

北信越支店技術課・ＡＳ 北信越ブロック

長岡営業所 北信越ブロック

長野営業所 北信越ブロック

松本営業所 北信越ブロック

富山営業所 北信越ブロック

金沢営業所 北信越ブロック

福井営業所 北信越ブロック

東海支店 東海ブロック

東海支店・ＨＳ 東海支ブロック

東海支店営業１課 東海ブロック

東海支店営業２課 東海ブロック

東海支店営業推進課 東海ブロック

東海支店都市ガス課 東海ブロック

東海支店技術課 東海ブロック

東海支店管理統括課・静岡 東海ブロック

沼津営業所 東海ブロック

静岡営業所 東海ブロック

浜松営業所 東海ブロック

豊橋営業所 東海ブロック

岡崎営業所 東海ブロック

岐阜営業所 東海ブロック

三重営業所 東海ブロック



三重営業所津営業Ｔ 東海ブロック

関西支社 大阪ブロック

関西支社広域営業推進Ｇ 大阪ブロック

関西支社都市ガス営業部 大阪ブロック

関西支社都市Ｇ営業部営業推進Ｇ 大阪ブロック

関西支社都市ガス営業部総務Ｇ 大阪ブロック

京滋支店 京滋ブロック

京滋支店営業課 京滋ブロック

京滋支店都市ガス課 京滋ブロック

京滋支店技術課 京滋ブロック

京滋支店総務課 京滋ブロック

滋賀営業所 京滋ブロック

福知山営業所 京滋ブロック

大阪支店 大阪ブロック

大阪支店・ＨＳ 大阪ブロック

大阪支店営業１課 大阪ブロック

大阪支店営業２課 大阪ブロック

大阪支店営業３課 大阪ブロック

大阪支店都市ガス課 大阪ブロック

大阪支店技術課 大阪ブロック

大阪支店技術課・ＡＳ 大阪ブロック

奈良営業所 大阪ブロック

堺営業所 大阪ブロック

和歌山営業所 大阪ブロック

兵庫支店 兵庫ブロック

兵庫支店営業課 兵庫ブロック

兵庫支店都市ガス課 兵庫ブロック

兵庫支店技術課 兵庫ブロック

兵庫支店総務課 兵庫ブロック

姫路営業所 兵庫ブロック

中四国支店 中四国ブロック

中四国支店・ＨＳ 中四国ブロック

中四国支店営業課 中四国ブロック

中四国支店技術課 中四国ブロック

中四国支店技術課・岡山 中四国ブロック

中四国支店技術課・高松 中四国ブロック

岡山営業所 中四国ブロック

山陰営業所 中四国ブロック

福山営業所 中四国ブロック

山口営業所 中四国ブロック

高松営業所 中四国ブロック

松山営業所 中四国ブロック

高知営業所 中四国ブロック

九州支店 九州ブロック

九州支店・ＨＳ 九州ブロック

九州支店営業１課 九州ブロック



九州支店営業２課 九州ブロック

九州支店営業３課 九州ブロック

九州支店技術課 九州ブロック

九州支店技術課・鹿児島 九州ブロック

九州支店総務課 九州ブロック

北九州営業所 九州ブロック

久留米営業所 九州ブロック

大分営業所 九州ブロック

熊本営業所 九州ブロック

長崎営業所 九州ブロック

宮崎営業所 九州ブロック

鹿児島営業所 九州ブロック

沖縄営業所 九州ブロック

大成工業 出向

信和工業 出向

信和工業・明石 出向

多田スミス 出向

アールビー 出向

アールビー・つくば 出向

ハーマン 大阪ブロック

テラ・テック 出向

ノーリツリビングクリエイト 出向

ＮＬＣ企画管理本部 出向

ＮＬＣ企画管理本部経営企画室 高円寺ブロック

ＮＬＣ企画管理本部販売推進室 高円寺ブロック

ＮＬＣ企画管理本部管理部 出向

ＮＬＣ管理部営業管理室 高円寺ブロック

ＮＬＣ営業管理室営業管理Ｇ 高円寺ブロック

ＮＬＣ営業管理室情報推進Ｇ 高円寺ブロック

ＮＬＣ営業管理室業務Ｃ 高円寺ブロック

ＮＬＣ施工管理Ｇ・東京 高円寺ブロック

ＮＬＣ施工管理部東京事業所 出向

ＮＬＣ中部支店名古屋営業所 出向

ＮＬＣ大阪支店大阪営業所 出向

ＮＬＣ兵庫支店神戸営業所 出向

ＮＬＣ兵庫支店姫路営業所 出向

ＮＬＣエリア営業本部九州支店 出向

ＮＬＣ九州支店福岡営業所 出向

ＮＬＣソリューション営業本部 高円寺ブロック

ＮＬＣソリューション量販営業部 高円寺ブロック

ＮＬＣ量販法人営業課・東京 高円寺ブロック

ＮＬＣ量販法人営業課・大阪 大阪ブロック

ＮＬＣ量販営業部・札幌 北海道ブロック

ＮＬＣ量販営業部・仙台 東北ブロック

ＮＬＣ量販営業部・東京 高円寺ブロック

ＮＬＣ量販営業部・名古屋 出向



ＮＬＣ量販営業部・大阪 大阪ブロック

ＮＬＣ量販営業部・福岡 出向

ＮＬＣファシリティ営業部 高円寺ブロック

ＮＬＣファシリティ営業部・東京 高円寺ブロック

ＮＬＣファシリティ営業部・大阪 大阪ブロック

ＮＬＣファシリティ事業推進Ｇ 高円寺ブロック

ＮＬＣソリューション営業開発部 高円寺ブロック

ＮＬＣ営業開発部・東京 高円寺ブロック

ＮＬＣ営業開発部・名古屋 出向

ＮＬＣ営業開発部・大阪 大阪ブロック

エヌ・エス・シー 東京ブロック

ＮＳＣ管理部 東京ブロック

ＮＳＣ管理部（京都） 出向

ＮＳＣ管理部管理Ｇ 東京ブロック

ＮＳＣ管理部管理Ｇ（東北） 東北ブロック

ＮＳＣ管理部管理Ｇ（名古屋） 東海ブロック

ＮＳＣ管理部管理Ｇ（京都） 出向

ＮＳＣ管理部ＳＰデリバリーＧ 出向

ＮＳＣ給与・厚生Ｔ（静岡） 東海ブロック

ＮＳＣ事業推進部 東京ブロック

ＮＳＣ事業推進部人材開発Ｇ 東京ブロック

ＮＳＣ人材開発Ｇ（京都） 出向

ＮＳＣ東日本統括部関東エリアＳＣ 出向

ＮＳＣ関東エリアＳＣ関東パーツＣ 出向

ＮＳＣ関東エリアＳＣ北関東ＳＣ 出向

ＮＳＣ関東エリアＳＣ武蔵野ＳＳ 出向

ＮＳＣ関東エリアＳＣ富山ＳＳ 出向

ＮＳＣ東日本北海道エリアＳＣ 北海道ブロック

ＮＳＣ北海道エリアＳＣ札幌ＳＳ 北海道ブロック

ＮＳＣ北海道エリアＳＣ函館ＳＳ 北海道ブロック

ＮＳＣ北海道エリアＳＣ釧路ＳＳ 北海道ブロック

ＮＳＣ北海道エリアＳＣ帯広ＳＳ 北海道ブロック

ＮＳＣ東日本東北エリアＳＣ 東北ブロック

ＮＳＣ西日本統括部 出向

ＮＳＣ西日本統括部東海エリアＳＣ 出向

ＮＳＣ東海エリアＳＣ三重中部ＳＳ 出向

ＮＳＣ関西エリアＳＣ京都ＳＳ 出向

ＮＳＣ関西エリアＳＣ滋賀ＳＳ 出向

ＮＳＣ関西エリアＳＣ広島ＳＳ 出向

ＮＳＣ関西エリアＳＣ山口ＳＳ 中四国ブロック

ＮＳＣ西日本統括部九州エリアＳＣ 出向

ＮＳＣ九州エリアＳＣ佐世保ＳＳ 出向

ＮＳＣ九州エリアＳＣ熊本ＳＳ 九州ブロック

ＮＳＣ九州エリアＳＣ宮崎ＳＳ 九州ブロック

エスコアハーツ 出向

エスコアハーツ人事サービス部 間接ブロック



エスコアハーツ人事Ｓ部・保育園 出向

エスコアハーツ人事Ｓ部給与Ｇ 間接ブロック

エスコアハーツ人事Ｓ部厚生Ｇ 間接ブロック

エスコアハーツ福祉事業統括部 出向

エスコアハーツ生産統括部 出向

エスコアＨ第１生産部キャリブＧ 出向

エスコアＨ第２生産部ＮＡＭＧ 間接ブロック

エスコアハーツＢＳ部営業販売Ｇ 出向

ノーリツキャピタル 本社ブロック

ノーリツアメリカ 出向

ＰＢ＿Ｈｅａｔ 出向

能率（中国）投資有限公司 環境ブロック

能率（中国）投資・企画 出向

能率（中国）投資・開発推進 出向

能率（中国）投資・電子開発 出向

能率（上海）住宅設備有限公司 出向

東莞大新能率電子 出向

櫻花衛厨（中国） 出向

Ｄｕｘ 出向

Ｋａｎｇａｒｏｏ 出向

リハーツ 出向

リハーツ・関東 出向

協和産業 出向

千石 出向

中西電機工業・ＮＡＭ 3号棟ブロック

日本ガス石油機器工業会 出向

有明 出向

荏原住宅設備 出向

ツボサカ 出向

ミナミ住設 出向

ミナミ住設・柏 出向

ワイエフ設備 出向

産業雇用安定センター 出向

兵庫県発明協会 出向

ノーリツ健康保険組合 間接ブロック

ノーリツ企業年金基金 間接ブロック

ノーリツ労働組合 出向


