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▽施工部長
（施工本部長　兼　施工教育訓練部長　兼　施工
開発部長）

執行役員 石岡　孝伸

（業務指導部長） 執行役員、監査部長 浅野　光太郎

東北営業本部

▽仙台支店　営業次長（北地域担当） （郡山支店　営業次長） 三浦　俊悟

▽札幌支店長 （札幌支店　営業次長） 加藤　晃弘

▽仙台カスタマーズセンター所長 （北東北カスタマーズセンター所長） 三国　富夫

▽北東北カスタマーズセンター所長 （仙台カスタマーズセンター所長） 小川　進

東京営業本部

▽山梨支店　技術次長 （東京シャーウッド住宅支店　技術次長） 麦島　守

▽東京シャーウッド住宅支店　技術次長 （東京分譲事業部） 三浦　和彦

▽東京カスタマーズセンター所長 （CS推進部　東京CS推進室） 稲見　昇二

神奈川営業本部

▽神奈川営業本部　総務部長 （神奈川シャーウッド住宅支店） 碓井　幸靖

▽神奈川中央支店　技術次長 （神奈川中央支店） 関　浩也

▽藤沢支店　技術次長 （神奈川中央支店　技術次長） 佐々木　智

▽神奈川カスタマーズセンター所長 （横浜カスタマーズセンター所長） 平山　清宏

埼玉営業本部

▽埼玉カスタマーズセンター所長 （埼玉西カスタマーズセンター所長） 森川　治雄

東関東営業本部

▽東関東営業本部　総務部長 （東関東営業本部） 小森　康司

▽千葉支店長 （千葉支店　技術次長） 竹内　信夫

▽千葉支店　技術次長 （成田支店　技術次長） 村川　譲二

▽成田支店　技術次長 （つくば支店） 鶴田　誠司

▽千葉シャーメゾン支店長 （千葉支店長） 須藤　亘

▽常葉シャーメゾン支店長 （つくば支店） 濱　秀幸

▽千葉カスタマーズセンター所長 （千葉シャーメゾン支店長） 大野　均

▽常葉カスタマーズセンター所長 （千葉西カスタマーズセンター所長） 松山　博通
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北関東営業本部

▽北関東営業本部　総務部長 （北関東営業本部） 綿貫　敏雄

▽水戸支店　技術次長 （前橋支店　技術次長） 武田　祐司

▽宇都宮支店　技術次長 （水戸支店　技術次長） 伊藤　克仁

▽両毛支店　技術次長 （小山支店　技術次長） 根岸　良広

▽小山支店　技術次長 （宇都宮支店　技術次長） 勝又　伸雄

▽前橋支店　技術次長 （両毛支店　技術次長） 三井　誠

▽宇都宮シャーメゾン支店長 （大田原支店長） 栃木　茂治

▽宇都宮シャーメゾン支店　技術次長 （大田原支店　技術次長） 武田　威

▽北関東東部カスタマーズセンター所長 （宇都宮カスタマーズセンター所長） 飯山　真人

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

中部第一営業本部

▽豊橋支店長 （岐阜支店　営業次長） 岩田　慶隆

▽岐阜支店　営業次長（岐阜地域担当） （名古屋東支店　営業次長） 多田　和史

▽四日市支店長 （名古屋東支店） 宮越　建

▽名古屋シャーメゾン支店長 （豊橋支店長） 田垣　浩

▽名古屋東カスタマーズセンター所長 （名古屋カスタマーズセンター所長） 及川　雅博

▽名古屋西カスタマーズセンター所長 （四日市カスタマーズセンター所長） 三輪　正道

▽三重カスタマーズセンター所長 （岐阜カスタマーズセンター所長） 田口　靖

中部第二営業本部

▽中部第二営業本部　不動産部長 （沼津支店長） 賀来　裕之

▽中部第二営業本部　総務部長 （長野支店） 向島　司

▽浜松支店長 （浜松支店　営業次長） 広瀬　竜一

▽沼津支店長 （浜松支店長） 出向　永典

▽松本支店　技術次長 （静岡シャーウッド住宅支店　技術次長） 松田　徹

▽長野支店　技術次長 （積和建設信州株式会社） 早川　昇

▽静岡シャーウッド住宅支店　技術次長 （松本支店） 神野　富郎

▽静岡カスタマーズセンター所長 （浜松カスタマーズセンター所長） 山﨑　俊輔

北陸支店

▽福井営業所長 （金沢支店長） 荒井　健一
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関西営業本部

▽兵庫シャーウッド住宅支店　技術次長 （金沢支店　技術次長） 土田　利美

▽阪奈カスタマーズセンター所長 （阪神カスタマーズセンター所長） 山原　久一

▽兵庫カスタマーズセンター所長 （姫路カスタマーズセンター所長） 清瀬　浩伸

▽京滋カスタマーズセンター所長 （京都カスタマーズセンター所長） 細川　高司

関西シャーメゾン事業本部

▽京滋奈シャーメゾン支店　技術次長 （京滋奈シャーメゾン支店） 浅井　崇

中国営業本部

▽福山支店　技術次長 （広島支店） 古市　哲也

▽山陰支店長 （山口支店長） 久野　邦紀

▽山陰支店　技術次長 （鳥取支店　技術次長） 藤井　康雄

▽山口支店長 （下関支店長） 下口　謙次郎

▽山口支店　技術次長 （岡山シャーウッド住宅支店　技術次長） 室野　肇

▽岡山シャーウッド住宅支店　技術次長 （倉敷支店） 藤村　紳一

▽広島カスタマーズセンター所長 （山陰支店長） 室山　英男

四国営業本部

▽四国営業本部　総務部長 （四国営業本部） 北川　孝司

九州営業本部

▽九州営業本部　総務部長 （九州営業本部） 立花　昭彦

▽佐賀支店長 （佐賀支店） 日高　忠吉

▽鹿児島支店長 （佐賀支店長） 龍　英樹

▽鹿児島支店　技術次長 （宮崎支店　技術次長） 西ノ明　伸一　

▽九州西カスタマーズセンター所長 （南九州カスタマーズセンター所長） 猿渡　勝則

▽九州北カスタマーズセンター所長 （大分カスタマーズセンター所長） 高濵　洋一郎

▽九州南カスタマーズセンター所長 （北九州カスタマーズセンター所長） 川越　芳彦

マンション事業本部

▽マンション事業本部　工務部長　兼
名古屋マンション事業部　技術次長

（大阪マンション事業部　技術次長） 辻本　惠勇

▽マンション事業本部　総務部長 福岡マンション事業部 木村　芳明

▽大阪マンション事業部　技術次長 （大阪マンション事業部） 香川　定一
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本社

▽コーポレート・コミュニケーション部　次長 （コーポレート・コミュニケーション部　ＣＳＲ室長） コーポレート・コミュニケーション部　広報部長 楠　正吉

▽コーポレート・コミュニケーション部　ＣＳＲ室長 （コーポレート・コミュニケーション部） 広瀬　雄樹

▽法人営業部長 ＴＫＣ事業部長 佐藤　由光

ＣＳ推進本部

▽ＣＳ推進部　品質保証室長 （ＣＳ推進部　品質保証室） 松本　儀一郎

技術本部

▽施工部　品質指導室長 （施工教育訓練部　東日本教育訓練センター長） 長谷川　俊夫

▽施工部　安全労務室長 （施工安全労務部長） 出川　暁

▽施工部　施工技術室長 （施工教育訓練部　西日本教育訓練センター長） 黒田　詔平

▽総合住宅研究所　納得工房長 （総合住宅研究所　住生活研究所長） 中村　孝之

▽総合住宅研究所　技術研究室長 （総合住宅研究所　技術研究所長） 石井　正義

生産本部

▽関東工場　ダインパネル部長 （静岡工場　浅井工場） 田中　智

▽山口工場　設備管理部長 （山口工場　設備管理部） 小野　加寿男

▽兵庫工場長 （山口工場　設備管理部長） 安光　幹治

▽東北工場長 （関東工場　ダインパネル部長） 今田　恵二郎

▽東北工場　物流部長 （東北工場　鉄工部長） 森川　孝司

▽東北工場　鉄工部長 東北工場　パネル部長 阿部　茂

積水ハウス株式会社　グループ会社

発令日：平成22年8月1日
新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽グリーンテクノ積和中部株式会社
代表取締役社長

（グリーンテクノ積和中部株式会社　取締役） 駒瀬　敏彦

▽セキスイハウス・コンストラクション・オーストラリア社
代表取締役社長

（積水ハウス株式会社　国際事業部） 庄司　桂弥
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機構改革

改正日：平成22年8月1日

●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

支店の設置ならびに統廃合を行い、市場の変化等に対応し、もって営業力の強化を図るもの

福岡カスタマーズセンター、佐賀・久留米カスタマーズセンター及び長崎カスタマーズセンターを統合し、九州西カスタマーズセンターとする

ＣＳ推進本部傘下の各カスタマーズセンターを各営業本部の傘下に置くとともに、カスタマーズセンターの統合によりアフターサービス体制の強化充実を図るもの

北九州カスタマーズセンター及び大分カスタマーズセンターを統合し、九州北カスタマーズセンターとする

熊本カスタマーズセンター及び南九州カスタマーズセンターを統合し、九州南カスタマーズセンターとする

総合住宅研究所における研究開発の活性化を図るもの

（改正の趣旨）

施工上の品質管理・教育指導、施工業者の安全衛生・福利厚生、施工技術の研究開発を担う組織体制の効率化を図るもの

大阪カスタマーズセンター及び奈良カスタマーズセンターを統合し、阪奈カスタマーズセンターとする

神戸カスタマーズセンター、阪神カスタマーズセンター及び姫路カスタマーズセンターを統合し、兵庫カスタマーズセンターとする

京都カスタマーズセンター及び滋賀カスタマーズセンターを統合し、京滋カスタマーズセンターとする

宇都宮カスタマーズセンター及び水戸カスタマーズセンターを統合し、北関東東部カスタマーズセンターとする

両毛カスタマーズセンター、群馬カスタマーズセンター及び小山カスタマーズセンターを統合し、北関東西部カスタマーズセンターとする

名古屋カスタマーズセンター及び愛知東カスタマーズセンターを統合し、名古屋東カスタマーズセンターとする

都区内カスタマーズセンター及び都区内東部カスタマーズセンターを統合し、東京カスタマーズセンターとする

横浜カスタマーズセンター、横浜南カスタマーズセンター、神奈川県央カスタマーズセンター及び湘南カスタマーズセンターを統合して神奈川カスタマーズセンターとする

千葉西カスタマーズセンター及びつくばカスタマーズセンターを統合し、常葉カスタマーズセンターとする

　（大阪）　　　 　 　　　　　（東京）

　℡ 06-6440-3021   　　℡ 03-5575-1740

施工本部を再編して施工部とし、技術本部の傘下に置く

施工本部傘下の施工品質管理部、施工教育訓練部、施工開発部、施工安全労務部、東日本教育訓練センター及び西日本教育訓練センターを統合再編し、施工部傘下に品
質指導室、安全労務室及び施工技術室を置く

総合住宅研究所傘下の住生活研究所、技術研究所及び納得工房を統合再編し、納得工房及び技術研究室とする

宇都宮シャーメゾン支店を新設する

北陸支店を新設する
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