
積水ハウス株式会社 平成20年3月3日

発令日：4月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

常務執行役員 （執行役員） 埼玉営業本部長 黒木　大二

常務執行役員 （執行役員） 九州営業本部長 山田　新一

常務執行役員 （執行役員） マンション事業本部長 畑中　健次

常務執行役員 （執行役員） 東関東営業本部長 寺崎　明久

執行役員 山口工場長 吉田　憲五

執行役員 中部第二営業本部長 高塚　善数

執行役員、経営企画部 次長 （経営企画部 部長） 本村　勉

執行役員 関西第一営業本部長　兼　住まいる事業部長 石井　直樹

執行役員 施工本部長 石岡　孝伸

執行役員 商品開発部長 土井　慎一

執行役員 関東工場長 老川　正昭

執行役員 中部第一営業本部長 宮本　淳之

執行役員 中国営業本部長 中村　善元

執行役員 秘書部長 勝呂　文康

発令日：4月24日　

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

代表取締役会長　兼　ＣＥＯ （代表取締役社長） 和田　勇

代表取締役社長　兼　ＣＯＯ
（取締役　兼　専務執行役員、
首都圏・ストック事業担当、経営企画部長）

阿部　俊則

不動産・特建事業管掌 （不動産・特建事業担当、開発事業本部長）
取締役副社長　兼　副社長執行役員、
社長補佐

吉満　一男

技術管掌 （技術・設計担当） 取締役　兼　専務執行役員、資材担当 和田　純夫

TKC事業・法人営業担当
取締役　兼　専務執行役員、
経理財務・情報システム・監査担当

稲垣　士郎

人事担当
取締役　兼　専務執行役員、
総務・法務・広報担当、CS推進本部長

久保田　芳郎

取締役、首都圏担当
常務執行役員、
東京営業本部長

寺田　順一

取締役、設計・技術担当 （設計本部長） 常務執行役員 伊久　哲夫

取締役、開発事業本部長 常務執行役員、マンション事業本部長 畑中　健次

常任監査役
（取締役副社長　兼　副社長執行役員、
社長補佐、人事担当）

岩崎　正

東日本不動産販売担当 常務執行役員、東関東営業本部長 寺崎　明久
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積水ハウス株式会社 平成20年3月3日

発令日：4月24日

経営企画部長 （経営企画部 次長） 執行役員 本村　勉

西日本不動産販売担当
執行役員、
関西第一営業本部長　兼　住まいる事業部長

石井　直樹

設計本部長 （商品開発部長） 執行役員 土井　慎一

中部地区不動産販売担当 執行役員、中部第一営業本部長 宮本　淳之

2



積水ハウス株式会社 平成20年3月3日

発令日：３月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

関西第一営業本部長 （兵庫営業本部長） 住まいる事業部長 石井　直樹

関西第一営業本部　工務部長 （兵庫営業本部　工務部長） 小井　孝員

関西第一営業本部　総務部長 （兵庫営業本部） 山口　尋士

関西第二営業本部　工務部長 （彦根支店　技術次長） 福島　公一郎

彦根支店　技術次長 （彦根支店） 下元　邦雄

発令日：４月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

経理財務部　次長 （経理財務部） 斉木　浩一

技術本部長 （技術本部） 中野　啓吾

開発部長 （開発部） 石井　正義

発令日：４月２４日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

商品開発部長 （商品開発部） 三浦　敏治

大阪設計部長 （大阪設計部） 角本　茂

法人営業部長 （人事部） 杉立　昌紀
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積水ハウス株式会社　グループ会社 平成20年3月3日

〔積和不動産東北株式会社〕

発令日：4月21日

新　　　職 旧　　　職 氏　　名

常務取締役 （取締役） 真壁　孝

常務取締役 （取締役） 小林　洋一

取締役 高坂　雅夫

取締役 永峯　一男

（退任） （取締役） 永井　康一

〔積和不動産中部株式会社〕

発令日：4月21日

新　　　職 旧　　　職 氏　　名

常務取締役 （取締役） 定広　清司

〔積和不動産関西株式会社〕

発令日：4月21日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

常務取締役 （取締役） 山口　耕三

常務取締役 （新任） （積水ハウス㈱取締役 兼 常務執行役員　4月24日退任予定） 荒川　俊治

監査役 （新任）
（積水ハウス㈱　執行役員
関西第一営業本部長 兼 住まいる事業部長） 石井　直樹

（退任） （専務取締役） 平田　利博

（退任） （専務取締役） 飯田　啓三

（退任） （取締役） 兵藤　卓男

（退任） （取締役） 徳田　哲也

（退任） （監査役） 奈良崎　忠志

（退任） （監査役） 平林　清秀

〔積和不動産中国株式会社〕

発令日： 4月21日

新　　　職 旧　　　職 氏　　名

（退任） （監査役） 宮崎　純夫
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積水ハウス株式会社　グループ会社 平成20年3月3日

〔株式会社ケイ･アール・エム〕

発令日：3月28日

新　　　職 旧　　　職 氏　　名

常務取締役 （取締役） 福岡　秀彦

〔積水ハウスリフォーム株式会社〕

発令日：3月28日

新　　　職 旧　　　職 氏　　名

取締役 （新任） 林　正晴

取締役 （新任） 恩田　勝敏
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積水ハウス株式会社　グループ会社 平成20年3月3日

発令日：3月26日

新　　　職 旧　　　職 氏　　名

▽積和建設西東京株式会社
代表取締役社長

（積和建設西東京株式会社　取締役） 山田　孝司

▽積和建設名古屋株式会社
代表取締役社長

（積和建設名古屋株式会社　取締役） 小池　利博

▽積和建設北陸株式会社
代表取締役社長

（積和建設北陸株式会社　取締役） 越野　正巳

▽積和建設埼玉株式会社
代表取締役社長

（積和建設埼玉株式会社） 九法　正行

▽積和建設常葉株式会社
代表取締役社長

（積和建設常葉株式会社） 薮下　進

▽積和建設岐阜株式会社
代表取締役社長

（積和建設岐阜株式会社） 市橋　勝美

▽積和建設長野株式会社
代表取締役社長

（積和建設長野株式会社） 仙田　憲継

▽積和建設高知株式会社
代表取締役社長

（積和建設高知株式会社） 野村　栄二

▽積和建設北九州株式会社
代表取締役社長

（積和建設北九州株式会社） 高田　俊勝

発令日：3月28日

新　　　職 旧　　　職 氏　　名

▽株式会社エスイーエー
代表取締役社長

（株式会社エスイーエー） 鳥居　孝次

発令日：4月1日

新　　　職 旧　　　職 氏　　名

▽積和建設東埼玉株式会社
代表取締役社長

▽積和建設埼玉株式会社
代表取締役社長

九法　正行

▽積和建設西埼玉株式会社
代表取締役社長

▽積和建設埼玉西株式会社
代表取締役社長

安藤　寛雅

▽積和建設信州株式会社
代表取締役社長

▽積和建設長野株式会社
代表取締役社長

仙田　憲継

6



積水ハウス株式会社

機構改革

改正日：3月1日

関西第一営業本部及び兵庫営業本部を統合し、関西第一営業本部とする。

●本件に関するお問い合わせ先

積水ハウス株式会社

（改正の趣旨）

大阪府、和歌山県及び兵庫県の地域における営業組織の効率化を図るため。

TEL：06-6440-3021　　　TEL:03-5575-1740

（大阪）　　　　　　　　（東京）
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