
積水ハウス株式会社 平成18年7月27日

発令日：8月1日付

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽ケアリング推進事業　担当
取締役　兼　常務執行役員
ＴＫＣ事業・法人営業　担当
特建事業本部長　委嘱

荒川　俊治

東北営業本部

▽札幌支店　営業次長 （仙台北支店） 加藤　晃弘

東京営業本部

▽東京西支店　技術次長 （武蔵野支店　技術次長） 西中　道生

▽武蔵野支店　技術次長 （山梨支店　技術次長） 木原　義夫

▽山梨支店　技術次長 （東京南支店） 林　国光

▽東京南シャーメゾン支店　営業次長 （東京南シャーメゾン支店） 宮内　拓

▽東京分譲事業部　技術次長 （東京分譲事業部） 藤崎　史善

埼玉営業本部

▽埼玉西シャーウッド住宅支店長 （埼玉シャーウッド住宅支店長） 浅野　光太郎

▽埼玉西シャーウッド住宅支店　技術次長 （埼玉シャーウッド住宅支店　技術次長） 岩崎　勝則

▽埼玉西シャーウッド住宅支店　営業次長 （埼玉シャーウッド住宅支店　営業次長） 居野上　直登

東関東営業本部

▽千葉支店　営業次長 （京葉支店　営業次長） 星山　宗一

▽成田支店長 （千葉西支店長） 五十嵐　俊和

▽千葉南支店　技術次長 （東関東営業本部） 井戸　隆博

▽京葉支店　営業次長 （京葉支店） 長尾　宏

▽千葉西支店長 （千葉西支店　営業次長） 濱本　亮

▽千葉西支店　技術次長 （千葉シャーメゾン支店　技術次長） 葉多　修司

▽千葉シャーメゾン支店長 （常葉シャーメゾン支店　総務次長） 大野　均

▽千葉シャーメゾン支店　技術次長 （千葉南支店　技術次長） 田澤　秀夫

▽常葉シャーメゾン支店　技術次長 （千葉西支店　技術次長） 熊谷　進
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北関東営業本部

▽両毛支店　技術次長 （群馬支店　技術次長） 大越　正

▽小山支店　技術次長 （小山支店） 伊藤　克仁

▽群馬支店　技術次長 （小山支店　技術次長） 武田　祐司

中部第一営業本部

▽中部第一営業本部　工務部長 （名古屋シャーメゾン支店　技術次長） 駒瀬　敏彦

▽名古屋西支店長 （岡崎支店長） 大畑　修次

▽名古屋西支店　技術次長 （名古屋西支店） 佐々木　勝彦

▽愛知南支店長 （岡崎支店　営業次長） 山口　伸章

▽岡崎支店長 （愛知南支店長） 石床　浩

▽岡崎支店　営業次長 （岡崎支店） 白浜　広海

▽岐阜支店長 （三重支店長） 小牟禮　秀一

▽岐阜支店　営業次長 （岐阜支店） 岩田　慶隆

▽三重支店長 （名古屋西支店長） 大津　博之

▽名古屋シャーメゾン支店　技術次長 （名古屋シャーメゾン支店） 山中　秀之

▽名古屋中央シャーメゾン支店  技術次長 （名古屋中央シャーメゾン支店） 太田　豊之

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） 北森　太

▽静岡支店　技術次長 （沼津支店　技術次長） 亀田　光之

▽沼津支店　技術次長 （沼津支店） 高村　安雄

▽沼津支店　営業次長 （沼津支店） 芝野　広雄

▽長岡支店　営業次長 （長岡支店） 今井　克弥

北陸営業本部

▽金沢支店長 （大阪北支店長） 三浦　泰弘
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関西第一営業本部

▽関西第一営業本部　工務部長 （中国営業本部　工務部長） 京本　政則

▽大阪北支店長 （福山支店長） 久野　邦紀

▽大阪北支店　技術次長 （大阪東支店　技術次長） 植田　敏一

▽高槻支店長 （大阪北支店　営業次長） 青木　慎治

▽高槻支店　技術次長 （阪南支店） 高谷　潔

▽大阪東支店長 （大阪東支店） 大塚　洋一

▽大阪東支店　技術次長 （大阪東支店） 斉藤　秀樹

▽大阪東支店　営業次長 （大阪東支店） 村田　和繁

▽大阪南支店長 （大阪北支店　営業次長） 多田　光男

▽大阪南支店　技術次長 （大阪南支店） 林　真一

▽堺支店長 （大阪東支店長） 佐々木　康夫

▽堺支店　技術次長 （大阪南支店　技術次長） 小川　広幸

▽堺支店　営業次長 （倉敷支店） 戸羽　伸吾

▽和歌山支店　営業次長 （和歌山支店） 嶋　裕彦

▽大阪シャーウッド住宅支店長 （大阪南シャーウッド住宅支店長） 遠藤　恒夫

▽大阪シャーウッド住宅支店　技術次長 （大阪北シャーウッド住宅支店  技術次長） 水門　弘行

▽大阪北シャーメゾン支店　営業次長 （堺支店長） 新田　幸生

▽大阪北シャーメゾン支店　営業次長 （大阪北シャーメゾン支店） 小渕　秀信

▽大阪分譲事業部長 （関西第一営業本部） 古芝　弘行

関西第二営業本部

▽京都支店　技術次長 （京都支店） 佐々木　順

▽滋賀支店　技術次長 （彦根支店） 尾本　弘史

▽奈良支店　技術次長 （やまと支店　技術次長） 徳岡　敦

▽やまと支店　技術次長 （奈良支店） 竹森　康友
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中国営業本部

▽中国営業本部　工務部長 （倉敷支店　技術次長） 本田　澄人

▽倉敷支店長 （倉敷支店） 中原　伸二

▽倉敷支店　技術次長 （福山支店） 伊藤　活広

▽福山支店長 （福山支店） 小川　乙也

▽広島東支店長 （倉敷支店長） 下口　謙次郎

▽広島シャーメゾン支店　技術次長 （広島シャーメゾン支店） 坂尻　克彦

四国営業本部

▽四国営業本部長 （広島東支店長） 大谷　修

▽徳島支店　技術次長 （香川支店） 鹿庭　政美

九州営業本部

▽久留米支店　技術次長 （福岡支店） 植田　茂

▽長崎支店　営業次長 （北九州支店） 森川　健

▽大分支店　営業次長 （大分支店） 佐々木　真也

▽宮崎支店　技術次長 （久留米支店　技術次長） 西ノ明　伸一

特建事業本部

▽東京特建事業部　営業次長 （東京特建事業部） 吉成　條二

▽大阪特建事業部　営業次長 （大阪特建事業部） 村崎　浩直

マンション事業本部

▽東京マンション事業部　技術次長　兼
マンション事業本部　工務部長

（東京マンション事業部　技術次長） 武石　哲

▽名古屋マンション事業部　技術次長 （大阪マンション事業部　技術次長） 寺田　茂

▽大阪マンション事業部　技術次長 （名古屋マンション事業部　技術次長） 辻本　惠勇
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ＣＳ推進本部

▽ＣＳ推進部　ＣＳ推進室長 （西部施工指導部） 前田　巳貴雄

▽都区内カスタマーズセンター所長 （都区内カスタマーズセンター） 加藤　義秋

▽横浜カスタマーズセンター所長 （神奈川県央カスタマーズセンター所長） 伊藤　律

▽横浜南カスタマーズセンター所長 （湘南カスタマーズセンター所長） 村田　繁樹

▽湘南カスタマーズセンター所長 （神奈川県央カスタマーズセンタｰ） 　 山田　裕治

▽神奈川県央カスタマーズセンター所長 （多摩カスタマーズセンター） 田代　猛仁

▽つくばカスタマーズセンター所長 （つくばカスタマーズセンター） 佐藤　実

▽群馬カスタマーズセンター所長 （両毛カスタマーズセンター） 柴田　豊

▽愛知東カスタマーズセンター所長 （愛知東カスタマーズセンター） 高橋　克彦

▽阪神カスタマーズセンター所長 （大阪北支店　技術次長） 松本　儀一郎

本社

▽ケアリング推進事業部長 （総合住宅研究所 ハートフル生活研究所） 高橋　誠

▽施工本部長 （施工開発部長） 石岡　孝伸

▽施工開発部長 （生産技術部　外壁開発設計室長） 冨山　恵一

▽生産技術部　外壁開発設計室長 （生産技術部　外壁開発設計室） 野間　賢

▽生産技術部
シャーウッドシステム情報室長

（生産技術部 シャーウッドシステム情報室） 楠　晴恵

●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    ℡ 03-5352-3113
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機構改革

改正日：8月1日

関西第一営業本部の大阪南シャーウッド住宅支店を大阪シャーウッド住宅支店に改称する

（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    ℡ 03-5352-3113

医療施設、介護施設及びシニア向け賃貸住宅の建築受注拡大のために、関係業務を有機的に結びつけた企画・営業・設計支援を行
う専門組織を新設するもの

埼玉シャーウッド住宅支店を埼玉西シャーウッド住宅支店に改称する

関西第一営業本部内の不動産分譲事業全般の推進強化並びに各支店との連携による同事業の推進及び各支店担当者の指導・育
成を図るために、専門組織を新設する

市場の変化等に対応するため、支店の新設、再編等による組織の効率化、活性化を促進し、もって営業力の強化を図るもの

本社にケアリング推進事業部を新設する

関西第一営業本部に高槻支店及び大阪分譲事業部を新設する
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