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代表取締役社長  仲井 嘉浩 

 

 

 

人事異動・機構改革について 
 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より当社業務に関しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、このたび別紙のとおり、当社の人事異動・機構改革が決定いたしましたので、ご

通知申し上げます。 

 何卒ご高承の上、今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。 

 

敬  具 
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（西日本建築事業　担当） 取締役専務執行役員　仲介賃貸事業本部長 西田　勲平

▽ＩＲ部門　担当 （東日本建築事業　担当） 取締役専務執行役員　業務推進部門　担当 堀内　容介

▽生産調達部門　担当 取締役常務執行役員　技術部門　担当 三浦　敏治

▽生産調達本部長 （生産本部長） 常務執行役員 佐藤　博之

▽マンション事業　担当
常務執行役員　開発事業　担当
国際事業部長

石井　徹

▽福岡マンション事業　担当 （福岡マンション事業部長） 執行役員 吉﨑　道夫

▽ダイバーシティ推進　担当 （ダイバーシティ推進部長） 執行役員 伊藤　みどり

▽総務・法務　担当 （総務部担当　法務部長） 執行役員 吉本　継蔵

東日本建築事業本部

▽東北シャーメゾン支店長 （仙台シャーメゾン支店長） 伊藤　一徳

▽東北シャーメゾン支店　技術次長 （仙台支店　技術次長） 大村　一郎

▽南東北シャーメゾン営業所長 （東京西シャーメゾン支店） 井邊　剛

▽東京南シャーメゾン支店長 （埼玉南シャーメゾン支店長） 北脇　和仁

▽東京西シャーメゾン支店長 （東京西シャーメゾン支店） 櫻井　直樹

▽東京城東シャーメゾン支店　技術次長 （武蔵野シャーメゾン支店） 行田　繁生

▽武蔵野シャーメゾン支店長 （東京南シャーメゾン支店長） 大高　一朗

▽武蔵野シャーメゾン支店　営業次長 （CRE担当） （北関東シャーメゾン支店長） 永井　秀人

▽川崎シャーメゾン支店長 （埼玉シャーメゾン支店） 市川　貴弘

▽神奈川シャーメゾン支店長 （埼玉西シャーメゾン支店長） 岡崎　数二

▽埼玉南シャーメゾン支店長 （武蔵野シャーメゾン支店長） 塚田　泰之

▽埼玉西シャーメゾン支店長 （神奈川シャーメゾン支店長） 栃木　茂治

▽千葉シャーメゾン支店　技術次長 （千葉シャーメゾン支店） 益田　貴志

▽北関東シャーメゾン支店長 （武蔵野シャーメゾン支店　営業次長） 赤塚　健次

西日本建築事業本部

▽名古屋東シャーメゾン支店　営業次長（RC担当） （西日本特建支店） 森近　功生

▽名古屋西シャーメゾン支店長 （名古屋西シャーメゾン支店） 早川　茂樹

▽北陸シャーメゾン支店長 （北陸シャーメゾン支店） 北市　哲一

▽兵庫シャーメゾン支店長 （北陸シャーメゾン支店長） 吉田　尚弘

▽岡山シャーメゾン支店　技術次長 （大阪南シャーメゾン支店） 岸　俊宏
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東北営業本部

▽東北営業本部　技術部長 （仙台シャーメゾン支店　技術次長） 濱田　庸司

▽東北営業本部　総務部長 （仙台支店） 山本　圭吾

▽仙台支店　技術次長 （岩手支店　技術次長） 落合　俊夫

▽福島支店　技術次長 （福島支店） 小林　秀行

▽岩手支店　技術次長 （福島支店　技術次長） 佐藤　隆昌

▽青森支店　技術次長 （仙台北支店） 佐々木　崇

▽山形支店　技術次長 （青森支店　技術次長） 福司　一憲

東京営業本部

▽東京営業本部　総務部長 （北関東営業本部　総務部長） 渡辺　勝康

▽東京営業本部　不動産部長 （多摩支店） 川口　悟

▽東京北支店長 （東京北支店） 村上　秀樹

▽東京南支店　営業次長（城南担当） （多摩支店長） 篠　茂則

▽多摩支店長 （山梨支店長） 鈴木　博久

▽山梨支店長 （東京北支店長） 宮島　高暢

神奈川営業本部

▽神奈川カスタマーズセンター所長 （神奈川カスタマーズセンター） 村田　繁樹

埼玉営業本部

▽埼玉支店　技術次長 （埼玉北支店　技術次長） 松崎　邦彦

▽埼玉北支店　技術次長 （埼玉南支店） 飯塚　武司

▽埼玉西支店　営業次長（川越地区担当） （埼玉西支店） 梶　仁朗

東関東営業本部

▽東関東営業本部　総務部長 （東京営業本部　総務部長） 岸　隆裕

北関東営業本部

▽北関東営業本部　総務部長 （群馬支店） 玉木　裕二郎

信越営業本部

▽信越営業本部長 （豊橋支店長） 岩田　慶隆

▽長野支店長 （中部第二営業本部　販売促進部長） 鬼頭　佳宏
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中部第一営業本部

▽中部第一営業本部　総務部長 （岐阜支店） 三輪田　融

▽名古屋西支店　技術次長 （中部第一営業本部） 西塚　直司

中部第二営業本部

▽豊橋支店長 （豊橋支店） 中尾　巨治

▽岡崎支店　技術次長 （名古屋西支店　技術次長） 池田　仁

関西第一営業本部

▽関西第一営業本部　販売促進部長 （関西第一営業本部） 谷　俊男

▽関西第一営業本部　不動産部長 （関西第一営業本部） 川口　英文

▽大阪南支店　営業次長（大阪エリア担当） （大阪北支店　営業次長） 松本　貴嘉

中国四国営業本部

▽徳島営業所長 （東四国支店） 山本　哲也

▽広島カスタマーズセンター所長 （広島支店） 中浜　富士夫

▽山陰カスタマーズセンター所長 （山陰支店） 桑垣　敏之

仲介賃貸事業本部

▽仲介賃貸事業本部　次長 （東日本特建支店） 長山　隆

マンション事業本部

▽名古屋マンション事業部長 （名古屋マンション事業部　営業次長） 吉居　豊充

▽福岡マンション事業部長 （福岡マンション事業部　営業次長） 竹下　盛人

生産調達部門

▽生産調達本部  副本部長 兼 生産部長 兼
   生産調達本部　原価管理グループ長

（生産本部  副本部長 兼 原価管理グループ長） 東　浩和

▽生産調達本部　企画グループ長 （生産本部　企画グループ長） 荻原　悟司

▽東北工場　製造部長 兼 ベルバーングループ長
   兼 木工・複合グループ長

（関東工場　品質技術部長） 山本　龍彦

▽関東工場　製造部　鉄工グループ長 関東工場　製造部長 兼 物流グループ長 都築　勇

▽関東工場　品質技術部長 （静岡工場　品質技術部長） 加藤　彰夫

▽静岡工場　製造部　ベルバーングループ長
（東北工場　製造部長 兼 ベルバーングループ長
 兼 木工・複合グループ長）

山本　智

▽静岡工場　品質技術部長 （静岡工場　品質技術部） 道原　清
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生産調達部門

▽山口工場　製造部　鉄工グループ長 （山口工場　設備情報部長） 加藤　利明

▽山口工場　設備情報部長 （積水好施置業（瀋陽）有限公司出向） 波田地　清

▽生産部　生産情報グループ長 （生産本部　生産情報グループ長） 鳥丸　和幸

▽生産部　ハウジング資材グループ長 （生産本部　積和住宅資材グループ長） 原　毅志

▽調達部長 （資材部長） 清水　倫孝

本社

▽経営企画部　新規事業戦略室長 （秘書部　東京オフィス長） 久松　崇

▽ダイバーシティ推進部長 （法務部　ヒューマンリレーション室） 山田　実和

▽人事部　障がい者雇用推進室長 （人事部） 西原　靖

▽法務部長 （法務部） 河村　直樹

▽監査部　次長 （監査部） 荻野　隆

▽建築設計積算部長 （建築事業開発部） 岡澤　健治
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▽代表取締役社長 （積水ハウス株式会社　積和ハウジング事業部長） 出向　永典

発令日：2020年2月1日

▽代表取締役社長 （積和不動産　取締役副社長） 島貫　利一

（積水ハウス ノイエ株式会社）（2月1日より営業開始）

（積水ハウス不動産東京株式会社）（2月1日に積和不動産株式会社より商号変更）
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機構改革

発令日：2020年2月1日

（改正の趣旨）

●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

　大阪　　　 　 　　東京

　℡ 06-6440-3021   　　℡ 03-5575-1740

当社グループにおける新規事業の創出並びに既存事業のリソースの全体最適化を図るため、専門組織を新設するもの。

障がい者雇用のさらなる推進を図るため、専門組織を新設するもの。

非出荷材建物の設計積算等における事業所支援に関する専門組織を技術部門に新設するもの。

調達に関わる組織体制を集約・統合することにより、当社グループの調達機能のさらなる強化を図るもの。

市場の変化等に対応するため、営業所の新設等により、組織の活性化を促進し、もって営業力の強化を図るもの。

戸建てセカンドブランド専門子会社の事業開始に伴い、管轄組織を廃止するもの。

東四国支店に徳島営業所を新設する。

経営企画部に新たに新規事業戦略室を置く。

人事部に新たに障がい者雇用推進室を置く。

資材部を技術部門から生産部門に移管し、生産部門を生産調達部門とする。これに伴い、生産本部を生産調達本部に改め、資材部を調達部に名称変更し、生産調達本部の傘下
に移管する。

生産調達本部に生産部を新設し、生産本部の生産情報グループ、並びに、積和住宅資材グループをハウジング資材グループに名称変更のうえ、生産部の傘下に移管する。

仙台シャーメゾン支店を東北シャーメゾン支店に名称変更し、東北シャーメゾン支店の傘下に南東北シャーメゾン営業所を新設する。

積和ハウジング事業部を廃止する。

建築設計積算部を新設する。
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