
積水ハウス株式会社 平成20年1月24日

発令日：2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽アルメタックス（株）　顧問 （執行役員　山口工場長　委嘱） 村尾　久司

東北営業本部

▽福島支店　技術次長 （郡山支店） 八島　正彦

▽いわき支店長 （山形支店　技術次長） 大田原　輝和

▽いわき支店　技術次長 （福島支店　技術次長） 高野　和広

▽山形支店　技術次長 （積和建設南東北（株）） 安部　俊明

▽秋田支店長 （秋田支店） 片岡　学

東京営業本部

▽東京北支店　技術次長 （東京中央支店　技術次長） 宮島　高暢

▽東京西支店長 （東京西支店） 高柳　一成

▽東京中央支店　技術次長 （東京北支店） 西田　登

▽多摩シャーウッド住宅支店長 （東京西支店　営業次長） 市川　義男

神奈川営業本部

▽横浜北支店長 （埼玉南支店　営業次長） 郷野　充聡

▽横浜支店　技術次長 （横浜シャーウッド住宅支店　技術次長） 根津　靖

▽横浜シャーウッド住宅支店　技術次長 （横浜支店） 渡部　直紀

▽横浜南シャーメゾン支店　営業次長
（JA事業担当）

（神奈川シャーメゾン支店　営業次長） 三枝　実

埼玉営業本部

▽埼玉南支店長 （横浜北支店長） 白木　清晴

東関東営業本部

▽東関東営業本部　工務部長 （船橋カスタマーズセンター所長） 山中　貞夫

▽京葉支店長 （京葉支店） 松田　彰倫

▽千葉西支店　営業次長（松戸地区担当） （千葉西支店） 鈴木　博久

北関東営業本部

▽水戸支店　営業次長（水戸地域担当） （宇都宮支店　営業次長） 大町　竜也

▽宇都宮支店　営業次長
（宇都宮西地域担当）

（両毛支店　営業次長） 大高　一朗

▽両毛支店　営業次長（太田地域担当） （水戸支店　営業次長） 鈴木　健一
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中部第一営業本部

▽中部第一営業本部　総務部長 （名古屋東支店　総務次長） 林　卓二

▽名古屋西支店長 （名古屋西支店　営業次長） 奥村　健次

▽名古屋西支店　営業次長
（名古屋北部地域担当）

（岐阜支店） 村田　慶治

▽岐阜支店長 （岐阜東支店長） 加治　幸弘

▽岐阜東支店長 （岐阜東支店） 田中　知行

▽三重北支店　技術次長 （三重支店　技術次長） 田口　靖

▽三重支店　技術次長 （三重シャーメゾン支店　技術次長） 川端　和博

▽名古屋シャーメゾン支店長 （岐阜支店長） 小牟禮　秀一

▽名古屋中央シャーメゾン支店長 （名古屋西支店長） 大畑　修次

▽三重シャーメゾン支店長 （三重支店　営業次長） 糸川　浩治

▽三重シャーメゾン支店　技術次長 （三重北支店） 茂苅　宏之

中部第二営業本部

▽浜松支店長 （長野支店長） 出向　永典

▽松本支店　技術次長 （松本支店） 木村　誠一

▽長野支店長 （松本支店） 石濱　淳

関西第一営業本部

▽大阪東支店長 （大阪南支店　営業次長） 野口　孝一

兵庫営業本部

▽姫路支店長 （兵庫営業本部） 津田　賢一

中国営業本部

▽岡山支店　技術次長 （岡山支店） 藤原　篤

▽広島支店　営業次長（シャーウッド担当） （山口支店　営業次長） 田村　浩一

▽広島東支店　技術次長 （積和建設広島（株）） 杉之原　直彦

▽徳山支店　技術次長 （広島東支店　技術次長） 浴森　克美

九州営業本部

▽福岡支店　営業次長（福岡西地区担当） （福岡支店） 古後　顕

▽久留米支店長 （北九州支店） 吉岡　誠

▽熊本支店　技術次長 （鹿児島支店　技術次長） 井口　俊之

▽鹿児島支店　技術次長 （北九州支店） 松尾　明
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特建事業本部

▽東京特建事業部　営業次長（札幌地区担当） （東京特建事業部） 久保田　寛

CS推進本部

▽札幌カスタマーズセンター所長 （秋田支店長） 田中　慎一

▽埼玉北カスタマーズセンター所長 （積和建設埼玉北（株）） 加藤　富幸

▽船橋カスタマーズセンター所長 （東関東営業本部） 本宮　正暁

▽宇都宮カスタマーズセンター所長 （ＣＳ推進部　東京ＣＳ推進室） 飯山　真人

▽名古屋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） 及川　雅博

▽四日市カスタマーズセンター所長 （三重シャーメゾン支店長） 三輪　正道

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

▽沼津カスタマーズセンター所長 （静岡シャーウッド住宅支店　営業次長） 松本　敦

▽長野カスタマーズセンター所長 （積和建設長野（株）） 久保田　和男

▽新潟カスタマーズセンター所長 （長野カスタマーズセンター所長） 吉本　雪敏

▽京都カスタマーズセンター所長 （カスタマーズセンター業務指導部） 植西　誠

▽阪神カスタマーズセンター所長 （カスタマーズセンター業務指導部） 谷川　有

▽南九州カスタマーズセンター所長 （ＣＳ推進部　品質保証室） 猿渡　勝則

支社

▽東京総務部長 （東京西支店長） 坂本　雄治

生産本部

▽滋賀工場　業務部長 （滋賀工場　パネル部長） 玉水　正美

▽滋賀工場　鉄工部長 （滋賀工場　鉄工部） 中村　幸夫

▽滋賀工場　パネル部長 （滋賀工場　設備管理部） 田中　智

▽滋賀工場　木工部長 （滋賀工場　物流部） 深井　吉明

▽滋賀工場　浅井工場長 （滋賀工場　鉄工部長） 駒井　茂

▽関東工場　設備管理部長 （関東工場　木工部長） 佐々木　俊

▽関東工場　ダインパネル部長 （関東工場　設備管理部長） 今田　恵二郎

▽関東工場　木工部長 （関東工場　木工部） 中里　節

▽山口工場長 （静岡工場長） 吉田　憲五

▽静岡工場長 （静岡工場　ライン技術部長） 工藤　正人

▽静岡工場　ライン技術部長 （静岡工場　品質管理部長） 谷合　達夫

▽静岡工場　品質管理部長 （静岡工場　木工部長） 大久保　栄二

▽静岡工場　木工部長 （静岡工場　ダインパネル部長） 山本　智

▽生産管理部長 （生産本部） 鳥丸　和幸
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ＣＳ推進本部

▽北東北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） 藤原　正則

グループ会社

発令日：2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽積和建設藤沢（株）代表取締役社長 （積和建設横浜（株）　代表取締役） 伊丸　治春

▽積和建設横浜（株）代表取締役社長 （横浜支店　技術次長） 上野　伸一

▽積和建設岡山（株）代表取締役社長 （岡山支店　技術次長） 尾島　俊二

▽積和建設愛媛（株）代表取締役社長 （積和建設愛媛（株）） 近藤　徹平

●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
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