
積水ハウス株式会社 平成15年1月22日

発令日：２月１日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

東北営業本部

▽仙台支店長 (いわき営業所長) 土屋　和雄

▽仙台東営業所長 (仙台東営業所) 三浦　俊悟

▽郡山支店長 (仙台北営業所長) 尾形　則昭

▽仙台北営業所長 (盛岡南営業所長) 内山　俊裕

▽盛岡南営業所長 (盛岡営業所長) 伊藤　光夫

▽いわき営業所長 (仙台東営業所長) 伊澤　博

▽郡山シャーウッド住宅営業所長 (郡山シャーウッド住宅営業所) 菅原　勇二

▽仙台シャーウッド住宅営業所長 (郡山シャーウッド住宅営業所長) 中島　善忠

東京営業本部

▽山梨支店長 (山梨支店　次長) 徳植　英男

▽町田営業所長 (四方津営業所長) 佐藤　隆

▽四方津営業所長 (町田営業所長) 野島　悦男

▽東京西シャーウッド住宅営業所長 (多摩シャーウッド住宅営業所長) 大原　吉弘

▽多摩シャーウッド住宅営業所長 (多摩シャーウッド住宅営業所) 飯野　浩昭

▽東京東シャーウッド住宅営業所長 (東京東シャーウッド住宅営業所) 坂本　洋一

▽多摩リフォーム営業所長 (都区内リフォーム営業所) 太田　信義

▽多摩カスタマーズセンター所長 (グリーンテクノ積和(株)) 木田　昭

神奈川営業本部

▽横浜南支店長 (横浜綜建営業所長) 今井　進一

▽横浜綜建営業所長 (厚木綜建営業所) 大森　勝

▽湘南営業所長 (湘南西営業所長) 森　幹彦

▽横浜カスタマーズセンター所長 (横浜カスタマーズセンター) 熊田　次男

埼玉営業本部

▽埼玉綜建営業所長 (埼玉綜建営業所) 野中　喜作
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▽埼玉南シャーウッド住宅営業所長 (埼玉北シャーウッド住宅営業所長) 菅原　隆幸

▽埼玉北シャーウッド住宅営業所長 (埼玉北営業所) 佐藤　満長

▽埼玉東シャーウッド住宅営業所長 (越谷営業所) 小山　浩一

▽所沢営業所長 (埼玉南営業所長) 前村　秀次

▽埼玉リフォーム営業所長 (埼玉カスタマーズセンター) 恩田　勝敏

▽埼玉東カスタマーズセンター所長 (埼玉カスタマーズセンター所長) 臼井　克次

▽埼玉カスタマーズセンター所長 (積和建設埼玉西㈱) 大林　広忠

関東第一営業本部

▽千葉西支店長 (成田営業所長) 寺崎　明久

▽千葉中営業所長 (千葉綜建営業所) 真畑　幸久

▽成田営業所長 (つくば南営業所長) 川野　誠二

▽船橋シャーウッド住宅営業所長 (松戸営業所長) 柴田　公春

▽松戸営業所長 (千葉中営業所長) 高橋　政良

▽千葉西シャーウッド住宅営業所長 (船橋シャーウッド住宅営業所長) 大槻　祐三

▽つくば南営業所長 (成田営業所) 五十嵐　俊和

▽つくばシャーウッド住宅営業所長 (千葉西シャーウッド住宅営業所長) 本宮　正暁

▽つくば綜建営業所長 (つくば営業所) 須藤　亘

▽常葉リフォーム営業所長 (つくばシャーウッド住宅営業所長) 石原　昇

関東第二営業本部

▽前橋営業所長 (群馬シャーウッド住宅営業所長) 荻野　隆

▽水戸綜建営業所長 (水戸営業所) 増田　貞幸

中部第一営業本部

▽四日市カスタマーズセンター所長 (積和建設東名㈱) 佐藤　敏幸

▽積和建設四日市㈱ 社長 (岐阜支店　次長) 加藤　泰久
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中部第二営業本部

▽長野支店長 (浜松シャーウッド住宅営業所長) 出向　永典

▽長野営業所長 (長野東営業所長) 賀来　裕之

▽長野東営業所長 (静岡リフォーム営業所長) 山崎　俊輔

▽浜松シャーウッド住宅営業所長 (浜松営業所) 秋田　英男

▽静岡営業所長 (静岡西営業所長) 岩崎　好則

▽静岡西営業所長 (静岡シャーウッド住宅営業所長) 三上　三千夫
▽静岡リフォーム営業所長 (長野シャーウッド住宅営業所長) 山田　芳秋

関西第一営業本部

▽大阪北支店長 (阪神支店長) 石井　直樹

▽大阪南支店長 (大阪北支店長) 松浦　重信

▽神戸支店長 (豊中営業所長) 多久島　純一

▽阪神支店長 (阪神南営業所長) 南本　利正
▽豊中営業所長 (大阪北シャーウッド住宅営業所長) 三浦　泰弘
▽大阪北シャーウッド住宅営業所長 (和泉営業所) 尾前　勝英
▽堺営業所長 (堺営業所) 新田　幸生
▽阪神営業所長 (阪神営業所) 菅田　晃三

▽大阪南リフォーム営業所長 (大阪南支店長) 森下　寛司

▽阪和カスタマーズセンター所長 (和歌山営業所) 河野　猛夫

▽阪神カスタマーズセンター所長 (阪和カスタマーズセンター所長) 西田　雄彦

▽大阪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) 高木　保

関西第二営業本部

▽滋賀カスタマーズセンター所長 (奈良カスタマーズセンター所長) 上嶋　康孝

▽奈良カスタマーズセンター所長 (滋賀カスタマーズセンター所長) 里内　巧
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中国営業本部

▽岡山支店長 (広島東営業所長) 斉藤　浩一

▽広島東営業所長 (防府営業所長) 大谷　修

▽防府営業所長 (倉敷西営業所長) 平田　啓郎

▽倉敷西営業所長 (倉敷営業所) 下口　謙次郎

▽徳山営業所長 (四国リフォーム営業所) 東　勝喜

▽広島シャーウッド住宅営業所長 (広島東営業所) 河原崎　益嗣

▽福山営業所長 (広島シャーウッド住宅営業所長) 久野　邦紀

▽下関営業所長 (福山営業所長) 冨部　秀司

▽広島カスタマーズセンター所長 (下関営業所長) 今岡　孝

▽倉敷カスタマーズセンター所長 (広島カスタマーズセンター所長) 吉田　節男
▽福山カスタマーズセンター所長 (徳山営業所長) 平田　勇

四国営業本部
▽四国リフォーム営業所長 (関西第一営業本部) 生島　芳幸
▽積和建設愛媛東㈱　社長 (愛媛東営業所　所長代理) 加藤　精一

九州営業本部
▽大分カスタマーズセンター所長 (積和建設北九州㈱) 松原　純一

マンション事業本部
▽大阪マンション事業部長 (堺営業所長) 畑中　健次

本社
▽人事部人権推進室長 (人事部) 久保　正嗣
▽ＣＳ推進部東京CS推進室長 (ＣＳ推進部東京品質保証室長) 縣　貞行
▽訓練開発部長 (訓練開発部関西技術研修センター) 木野本　清治
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機構改革

改正日2月１日

関東第二営業本部に水戸綜建営業所を新設

中国営業本部に福山カスタマーズセンターを新設

人事部に人権推進室を置く

人権擁護活動の一層の充実を図るため

ＣＳ推進業務の強化を図るため

●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　　　　      東京総務部

℡ 06-6440-3021   　℡ 03-5352-3113

神奈川営業本部の湘南西営業所を湘南営業所に改称

埼玉営業本部に埼玉東シャーウッド住宅営業所、埼玉南シャーウッド住宅営業所を新設

関東第一営業本部につくば綜建営業所を新設

CS推進部の東京品質保証室を東京CS推進室に改称

埼玉営業本部に埼玉東カスタマーズセンターを新設

アフターサービス体制の強化充実を図るため、カスタマーズセンターの増設を行うため

業容拡大、市場の変化等に対応するため、営業所を増設、再編し、組織の効率化、活性化を促進し、営業力の強化を図るため

(改正の趣旨)
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