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発令日：平成26年2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

（コーポレート・コミュニケーション部長）
取締役 兼 専務執行役員　TKC事業　担当
東京支社長

平林　文明

▽関東工場　担当 （関東工場長） 常務執行役員 老川　正昭

▽施工部　担当 （施工部長） 常務執行役員 中野　啓吾

東北営業本部

▽福島支店長 （郡山支店） 江刺家　宏樹

▽岩手支店長 （福島支店長） 小瀧　成浩

▽仙台シャーメゾン支店長 （岩手支店長） 川村　英史

▽札幌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） 菊池　昭広

▽仙台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 兼
　 南東北カスタマーズセンター所長）

小川　進

▽南東北カスタマーズセンター所長 （札幌カスタマーズセンター所長） 田中　慎一

東京営業本部

▽東京西支店長 （東京北支店） 小島　篤

▽山梨支店長 （千葉南支店長） 鈴木　博久

▽東京分譲事業部長 （東京分譲事業部　技術次長） 塩﨑　勝博

▽東京カスタマーズセンター所長 （西東京カスタマーズセンター所長） 小山　浩一

▽西東京カスタマーズセンター所長 （積和建設東東京株式会社） 梶原　実

東京シャーメゾン事業本部

▽東京北シャーメゾン支店長 （東京シャーメゾン事業本部） 橋本　裕一

神奈川営業本部

▽横浜北支店　技術次長 （横浜シャーメゾン支店） 角田　桂太

埼玉営業本部

▽埼玉支店長 （埼玉西支店長） 北村　啓

▽埼玉支店　営業次長（シャーメゾン担当） （埼玉支店） 伊藤　一徳

▽埼玉南支店　技術次長 （埼玉南支店） 猪子　裕介

▽埼玉西支店長 （埼玉支店　営業次長） 飯塚　芳弘

▽所沢支店長 （埼玉西支店） 長野　太郎

▽所沢支店　技術次長 （埼玉営業本部） 野瀬　秀治
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東関東営業本部

▽千葉南支店長 （千葉西支店） 竹内　順二

▽常葉シャーメゾン支店長 （仙台シャーメゾン支店長） 五十嵐　重人

▽東関東カスタマーズセンター所長 （常葉カスタマーズセンター所長） 松山　博通

中部第一営業本部

▽名古屋西支店　技術次長 （名古屋東支店） 中村　英樹

▽豊橋支店　技術次長 （名古屋シャーウッド住宅支店） 高浪　浩一

▽四日市支店　技術次長 （岐阜支店） 飛鳥井　稔之

▽名古屋東カスタマーズセンター所長 （名古屋東カスタマーズセンター） 山川　高

中部第二営業本部

▽中部第二営業本部　総務部長 （中部第二営業本部） 山崎　賢一

西日本シャーメゾン事業本部

▽兵庫シャーメゾン支店　営業次長
（阪神・神戸エリア担当）

（兵庫シャーメゾン支店） 加納　俊哉
　　　　　　　（阪神・神戸エリア担当）

（兵庫 ャ メ 支店） 加納 俊哉

関西第一営業本部

▽関西第一営業本部　技術部長 （京都支店　技術次長） 小松　洋一

▽大阪北支店　技術次長 （阪神支店　技術次長） 杉山　義則

▽神戸支店　技術次長 （兵庫シャーウッド住宅支店　技術次長） 松村　耕也

▽阪神支店長 （阪神支店） 水田　晴久

▽阪神支店　技術次長 （阪神支店） 東澤　恵一

▽兵庫シャーウッド住宅支店　技術次長 （大阪北支店　技術次長） 髙谷　潔

関西第二営業本部

▽関西第二営業本部長 （京滋奈シャーメゾン支店長） 新田　幸生

▽関西第二営業本部　技術部長 （関西第二営業本部） 下元　邦雄

▽京都支店　技術次長 （福知山支店　技術次長） 阿久根　正輝

▽福知山支店　技術次長 （神戸支店　技術次長） 土田　利美

▽京滋奈シャーメゾン支店長 （京滋奈シャーメゾン支店　営業次長） 入江　哲也

▽京滋奈シャーメゾン支店　営業次長
　　　　　　　　　　　　（京都エリア担当）

（京滋奈シャーメゾン支店） 小谷　勲

22



積水ハウス株式会社 平成26年1月24日

発令日：平成26年2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

中国営業本部

▽中国営業本部　不動産部長 （広島支店長） 河原崎　益嗣

▽岡山支店長 （岡山シャーウッド住宅支店長） 大村　泰志

▽倉敷支店長 （岡山支店） 戸羽　伸吾

▽広島支店長 （岡山支店長） 近藤　隆裕

▽広島支店　営業次長（広島エリア担当） （広島支店） 櫻木　文夫

▽山口支店長 （山口支店） 住田　尚彦

▽山口支店　営業次長（山口エリア担当） （広島支店　営業次長） 岡崎　敬

▽岡山シャーウッド住宅支店長 （岡山シャーウッド住宅支店） 本溜　裕宣

▽山陰カスタマーズセンター所長 （中国営業本部） 笠崎　靖

本支社

▽経営企画部　ダイバーシティ推進室長 （経営企画部） 伊藤　みどり

▽関連企業部長 （秘書部長） 田中　善秀

▽秘書部長 （東京北シャーメゾン支店長） 豊田　治彦

▽コーポレート・コミュニケーション部長 コーポレート・コミュニケーション部　IR室長 畔栁　均部長 部 長 畔

▽監査部長 （関連企業部長） 寺村　太志

▽東北復興開発事業部長 （東北復興開発事業部） 三国　富夫

技術本部

▽施工部長
（関西第一営業本部　技術部長 兼
　関西第二営業本部　技術部長）

小井　孝員

▽設計部　構造システム室長 （設計部　設計システム室） 小野田　満

生産本部

▽生産本部　物流プロジェクトリーダー 生産本部　設備・ITプロジェクトリーダー 荻原　悟司

▽生産本部　生産技術プロジェクトリーダー 生産本部　企画グループ長 東　浩和

▽関東工場長 （東北復興開発事業部長） 田中　康一郎

▽関東工場　総務部長 （関東工場　製造部長） 小峰　克彦

▽関東工場　製造部長 （生産本部　物流プロジェクトリーダー） 遠藤　和宏

▽関東工場　製造部　物流グループ長 （関東工場　設備情報部長） 都築　勇

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

▽関東工場　設備情報部長 （山口工場　設備情報部長） 小野　加寿男
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▽山口工場　製造部　鉄工グループ長 （山口工場　製造部　木工・複合グループ長） 田中　正弘

▽山口工場　製造部　木工・複合グループ長 （山口工場　製造部　鉄工グループ長） 長戸　淳

▽山口工場　設備情報部長 （山口工場　設備情報部） 加藤　利明

▽東北工場　総務部長 （静岡工場　総務部） 若木　功

▽東北工場　製造部　鉄工グループ長 （東北工場　製造部） 勝守　健二

▽東北工場　製造部　物流グループ長 （山口工場　製造部） 前田　豊

▽東北工場　設備情報部長 （東北工場　製造部） 山本　省吾

積水ハウス株式会社　グループ会社 平成26年1月24日

（積和不動産株式会社）
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▽代表取締役社長 （積水ハウス株式会社　執行役員　監査部長） 浅野　光太郎

▽常務取締役 （積水ハウス株式会社　関西第二営業本部長） 塚田　敏

▽常務取締役 （取締役） 坂本　雄治

▽常務取締役 （取締役） 小山 健▽常務取締役 （取締役） 小山　健

▽取締役 （積水ハウス株式会社　山梨支店長） 金塚　公彦

▽取締役 稲澤　和也

▽取締役 三須　穣

（積和建設グループ）

発令日：平成26年2月1日
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▽積和建設信州株式会社　代表取締役社長 （積和建設静岡株式会社　取締役） 亀田　光之
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積水ハウス株式会社 平成26年1月24日

機構改革

改正日：平成26年2月1日

（改正の趣旨）

経営企画部にダイバーシティ推進室を新設する。

設計部に構造システム室を新設する。

千葉カスタマーズセンター及び常葉カスタマーズセンターを統合し、東関東カスタマーズセンターを新設する。

関西第二営業本部の傘下に京滋奈シャーメゾン支店を移管する。

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

所沢支店を新設する。

女性従業員をはじめとした多様な人材の活用を推進する専門組織を新設するもの。

陶版外壁ベルバ ンの製造ライン稼働に伴う設備 情報の高度な管理 改善のため 東北工場内の組織体制を強化するもの

東北工場　製造部　設備情報グループを廃止し、設備情報部を新設する。

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効率化を図るもの。

構造計算業務の効率化等を推進する専門組織を新設するもの。
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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

　℡ 06-6440-3021   　　℡ 03-5575-1740

　（大阪）　　　 　 　　（東京）

陶版外壁ベルバーンの製造ライン稼働に伴う設備・情報の高度な管理・改善のため、東北工場内の組織体制を強化するもの。
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