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発令日：平成25年2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽積水ハウスリフォーム株式会社　　取締役副社長 （常務執行役員　中部第一営業本部長） 積水ハウス株式会社　取締役 黒木　大二

▽積和不動産株式会社　取締役副社長 （常務執行役員　中部第二営業本部長） 寺崎　明久

▽積和不動産関西株式会社　専務取締役 （執行役員　関西第一営業本部長） 石井　直樹
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東北営業本部

▽東北営業本部　総務部長 （コーポレート・コミュニケーション部　広報部） 高原　一郎

▽仙台北支店長 （山形支店長） 清水　太郎

▽仙台北支店　技術次長 （仙台支店） 藤江　善弘

▽福島支店　技術次長 （青森支店） 宮川　勝

▽岩手支店　技術次長 （福島支店　技術次長） 大村　一郎

▽山形支店長 （仙台支店　営業次長） 佐藤　裕一

▽札幌支店長 （岩手支店） 但木　裕

▽札幌支店　技術次長 （仙台シャーメゾン支店） 前田　好則

東京営業本部

▽東京営業本部　技術部長　兼
　　東京シャーメゾン事業本部　技術部長

（多摩支店長） 中山　一

▽東京南支店長 （武蔵野支店長） 吉川　基宏

▽多摩支店長 （町田支店長） 塚田　泰之

▽町田支店長 （町田支店） 篠　茂則

▽武蔵野支店長 （東京シャーウッド住宅支店　営業次長） 宮本　俊介

東京シャーメゾン事業本部

▽東京北シャーメゾン支店　技術次長 （東京西シャーメゾン支店） 村本　英一郎

神奈川営業本部

▽川崎支店長 （横浜シャーメゾン支店長） 佐々木　誠

▽横浜北支店長 （藤沢支店長） 朽方　毅

▽横浜支店　技術次長 （横浜支店） 鈴木　賢司

▽神奈川中央支店　営業次長（相模原エリア担当） （川崎支店長） 掛下　荘八

▽藤沢支店長 （藤沢支店） 吉野　雄二郎

▽神奈川シャーウッド住宅支店長 （神奈川シャーウッド住宅支店） 吉川　博明

▽横浜シャーメゾン支店長 （宇都宮シャーメゾン支店長） 栃木　茂治

11



積水ハウス株式会社 平成25年1月24日

発令日：平成25年2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

埼玉営業本部

▽埼玉支店　営業次長（戸建担当） （埼玉東支店　営業次長） 飯塚　芳弘

▽埼玉南支店長 （埼玉北支店長） 亀山　誠一

▽埼玉南支店　営業次長（シャーメゾン担当） （埼玉南支店） 松葉　義信

▽埼玉東支店　営業次長（シャーメゾン担当） （埼玉東支店） 高倉　洋一郎

▽埼玉北支店長 （埼玉支店　営業次長） 木村　良典

東関東営業本部

▽成田支店　技術次長 （成田支店） 田口　正彦

▽千葉西支店　技術次長 （成田支店　技術次長） 鶴田　誠司

▽常葉シャーメゾン支店　技術次長 （千葉支店） 三宅　史朗

北関東営業本部

▽宇都宮支店　技術次長 （宇都宮支店） 和田　修一

▽小山支店長 （北関東営業本部） 入澤　裕

▽小山支店　技術次長 （宇都宮支店　技術次長） 伊藤　克仁

▽高崎支店長 （高崎支店） 荒木 弘之▽高崎支店長 （高崎支店） 荒木　弘之

▽宇都宮シャーメゾン支店長 （高崎支店長） 大高　一朗

▽北関東東部カスタマーズセンター所長 （北関東西部カスタマーズセンター所長） 宮原　浩隆

▽北関東西部カスタマーズセンター所長 （小山支店長） 北出　岳彦

中部第一営業本部

▽中部第一営業本部長 （名古屋東支店長） 糠信　巧

▽名古屋東支店長 （四日市支店長） 宮越　建

▽四日市支店長 （名古屋東支店） 山根　三明

中部第二営業本部

▽中部第二営業本部長 （静岡支店長） 三上　三千夫

▽静岡支店長 （静岡支店） 久保田　敏文

▽新潟カスタマーズセンター所長 新潟支店長 今井　克弥

関西第一営業本部

▽関西第一営業本部長 （姫路支店長） 遠藤　恒夫

▽大阪北支店長 （大阪南支店長） 青木　慎治

▽大阪南支店長 （大阪南支店） 渋谷　重雄

▽和歌山支店長 （和歌山支店） 大福　恵
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関西第一営業本部

▽神戸支店　技術次長 （兵庫シャーウッド住宅支店　技術次長） 土田　利美

▽姫路支店長 （和歌山支店長） 尾前　勝英

▽兵庫シャーウッド住宅支店　技術次長 （神戸支店　技術次長） 松村　耕也

中国営業本部

▽中国営業本部　総務部長 （広島支店） 小平　一弘

技術本部

▽総合住宅研究所長 総合住宅研究所　技術研究室長 石井　正義

▽住生活研究室長 （経営企画部） 久保　新吾

生産本部

▽生産本部　物流プロジェクトリーダー （静岡工場　物流部長　兼　茨木物流センター長） 遠藤　和宏

▽生産本部　設備・ITプロジェクトリーダー （山口工場　生産情報部長） 荻原　悟司

▽生産本部　生産技術プロジェクトリーダー （関東工場　ライン技術部長） 山本　龍彦

▽生産本部　企画グループ長 （生産本部） 東　浩和

▽関東工場　製造部長 （関東工場　ダインパネル部長） 小峰　克彦

▽関東工場　製造部　鉄工グループ長 （関東工場　木工部長） 斉藤　清

▽関東工場　製造部　パネルグループ長 （関東工場　パネル部長） 中里　節

▽関東工場　製造部　木工・複合グループ長 （関東工場　物流部） 山下　洋月

▽関東工場　製造部　ダインパネルグループ長 （関東工場　ダインパネル部） 秋庭　和雄

▽関東工場　製造部　物流グループ長 （関東工場　ライン技術部） 片岡　孝展

▽関東工場　品質技術部長 （関東工場　品質管理部長　兼　ＩＳＯ推進室長） 金澤　英克

▽関東工場　設備情報部長 （関東工場　設備管理部長） 都築　勇

▽山口工場　製造部長　兼　物流グループ長 （山口工場　物流部長） 山本　彰

▽山口工場　製造部　鉄工グループ長 （山口工場　鉄工部長） 長戸　淳

▽山口工場　製造部　パネルグループ長 （山口工場　パネル部長） 石川　近利

▽山口工場　製造部　木工・複合グループ長 （静岡工場　木工部長） 田中　正弘

▽山口工場　品質技術部長 （山口工場　ライン技術部長） 島　裕美

▽山口工場　設計積算部長 （山口工場　設計積算部） 藤岡　道生

▽山口工場　設備情報部長 （山口工場　設備管理部長） 小野　加寿男

▽静岡工場　製造部長　兼　パネルグループ長 （静岡工場　パネル部長） 出野　定男

▽静岡工場　製造部　鉄工グループ長 （静岡工場　鉄工部長） 小林　登喜雄

▽静岡工場　製造部　木工・複合グループ長 （山口工場　木工部長） 松永　茂夫
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▽静岡工場　製造部　ベルバーングループ長
（静岡工場　ベルバーン部長　兼
　高砂BBセンター長）

山本　智

▽静岡工場　製造部　物流グループ長 （静岡工場　品質管理部長） 大久保　栄二

▽静岡工場　品質技術部長 （静岡工場　ライン技術部長） 加藤　彰夫

▽静岡工場　設備情報部長 （静岡工場　設備管理部長） 斉藤　秀雄

▽静岡工場　関西物流センター長 （静岡工場　物流部） 齋藤　裕威

▽兵庫工場　製造部長 （兵庫工場　ダインパネル部長） 山田　裕文

▽兵庫工場　品質技術部長 （兵庫工場　ライン技術部長　兼　設備管理部長） 伊藤　浩一

▽東北工場　製造部長　兼　鉄工グループ長　兼
　　パネルグループ長　兼　木工・複合グループ長

（東北工場　鉄工部長　兼　パネル部長） 阿部　茂

▽東北工場　製造部　物流グループ長 （東北工場　物流部長） 福田　五男

▽東北工場　製造部　設備情報グループ長 （東北工場　設備管理部長） 中嶋　一成

▽東北工場　品質技術部長 （東北工場　ライン技術部長　兼　品質管理部長） 上野　美幸
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機構改革

改正日：平成25年2月1日

総合住宅研究所に、新たに住生活研究室を設置する

東北工場の物流部、鉄工部、パネル部、設備管理部、ライン技術部、品質管理部及びISO推進室を統合再編し、製造部及び品質技術部とする
併せて、製造部に鉄工グループ、パネルグループ、木工・複合グループ、物流グループ、設備情報グループを設置する

静岡工場の物流部、鉄工部、パネル部、木工部、ベルバーン部、ライン技術部、品質管理部、設備管理部、生産情報部及びISO推進室を統合再編し、製造
部、品質技術部及び設備情報部とする
併せて、製造部に鉄工グループ、パネルグループ、木工・複合グループ、ベルバーングループ及び物流グループを設置する

仙台北支店を新設する

関東工場の物流部、鉄工部、パネル部、ダインパネル部、木工部、ライン技術部、品質管理部、設備管理部、生産情報部及びISO推進室を統合再編し、製
造部、品質技術部及び設備情報部とする
併せて、製造部に鉄工グループ、パネルグループ、木工・複合グループ、ダインパネルグループ及び物流グループを設置する

山口工場の物流部、鉄工部、パネル部、木工部、ライン技術部、品質管理部、設備管理部、生産情報部及びISO推進室を統合再編し、製造部、品質技術
部及び設備情報部とする
併せて、製造部に鉄工グループ、パネルグループ、木工・複合グループ及び物流グループを設置する

兵庫工場のダインパネル部を製造部に名称変更し、ライン技術部、設備管理部及びISO推進室を統合再編し、品質技術部とする

静岡工場の栗東物流センター及び茨木物流センターを統合し、関西物流センターとする
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●本件に関するお問い合わせ先

　積水ハウス株式会社　広報部

生産部門の各工場内組織について、機能集約を図る等、抜本的な改編を行うもの

　（大阪）　　　 　 　　（東京）

仙台北支店を新設する

　℡ 06-6440-3021   　　℡ 03-5575-1740

（改正の趣旨）

静岡工場傘下の物流センターについて、組織体制の効率化を図るもの

支店の新設により、組織の活性化を促進し、営業力の強化をはかるもの

総合住宅研究所傘下の組織体制について、改編を行うのもの
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