
積水ハウス株式会社 平成19年1月29日

発令日：2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽生産本部長 （生産担当）
取締役 兼　常務執行役員
滋賀工場長

松本　雄三

▽総務部長 （総務法務部長） 執行役員 今村　健次

東北営業本部

▽仙台支店　技術次長 （札幌支店　技術次長） 鶴見　俊男

▽札幌支店　技術次長 （積和建設中東北㈱） 岸田　宏

▽仙台シャーメゾン支店長 （仙台支店　営業次長（SHM事業担当）） 半杭　優

▽仙台シャーメゾン支店　技術次長 （仙台北支店　技術次長） 板倉　春樹

東京営業本部

▽東京北支店長 （山梨支店　営業次長（SHM事業担当）） 寺村　太志

▽東京北支店　技術次長 （東京東支店　技術次長） 伊達　恵造

▽東京北支店　営業次長（練馬地域担当） （東京東支店　営業次長（練馬地域担当）） 田中　雄一

▽東京北支店　営業次長（池袋地域担当） （武蔵野支店　営業次長（府中地域担当）） 神林　正博

▽多摩支店　営業次長（立川地域担当） （多摩支店） 田中　耕一

▽武蔵野支店長 （東京西支店） 吉川　基宏

▽武蔵野支店　営業次長（府中地域担当） （多摩支店） 飯野　浩昭

▽山梨支店　営業次長（戸建担当） （山梨支店） 千野　英治

神奈川営業本部

▽川崎支店長 （横浜南支店長） 朽方　毅

▽川崎支店　技術次長 （川崎支店） 髙木　正樹

▽横浜北支店長 （横浜支店長） 白木　清晴

▽横浜北支店　技術次長 （横浜支店　技術次長） 渋谷　光一
▽横浜北支店　営業次長（分譲事業担当） （横浜支店　営業次長（分譲事業担当）） 府録　由則

▽横浜北支店　営業次長
（横浜北地域担当）

（横浜支店　営業次長（横浜北地域担当）） 穂積　信行

▽横浜支店長 （三重北支店長） 柳川　喜久夫

▽横浜支店　技術次長 （横浜南支店　技術次長） 上野　伸一

▽横浜支店　営業次長（横浜南地域担当） （横浜南支店　営業次長（横浜南地域担当）） 小倉　信之
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積水ハウス株式会社 平成19年1月29日

発令日：2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽横浜北シャーメゾン支店長 （横浜シャーメゾン支店長） 大森　勝

▽横浜北シャーメゾン支店　技術次長 （神奈川中央支店） 太田　正義

▽横浜北シャーメゾン支店　営業次長
（ＴＫＣ事業担当）

（横浜シャーメゾン支店　営業次長
（ＴＫＣ事業担当））

前田　聖明

▽横浜南シャーメゾン支店長
（横浜シャーメゾン支店　営業次長
（ＪＡ事業担当））

佐々木　誠

▽横浜南シャーメゾン支店　技術次長 （横浜シャーメゾン支店　技術次長） 高橋　勝彦

▽神奈川シャーメゾン支店　総務次長 （神奈川中央支店　総務次長） 大内　康弘

埼玉営業本部

▽埼玉南支店　営業次長
（浦和地域担当）

（所沢支店長） 郷野　充聡

▽埼玉西支店　技術次長 （所沢支店　技術次長） 向谷　克典

▽埼玉西支店　営業次長（所沢地域担当）
（埼玉西シャーウッド住宅支店　営業次長
（埼玉西地域担当））

居野上　直登

▽埼玉西シャーウッド住宅支店　営業次長
（所沢・川越地域担当）

（埼玉南支店　営業次長（浦和地域担当）） 宮本　俊介

▽埼玉シャーメゾン支店　営業次長
（ＴＫＣ事業担当）

（埼玉シャーメゾン支店） 藤田　幸宏

▽埼玉南シャーメゾン支店長
（埼玉シャーメゾン支店　営業次長
（埼玉南地域担当））

新井　冨士夫

▽埼玉南シャーメゾン支店　技術次長 （埼玉西支店　技術次長） 大林　広忠

北関東営業本部

▽水戸支店　営業次長（水戸地域担当） （小山支店） 鈴木　健一

▽大田原支店長
（宇都宮支店　営業次長
（大田原地域担当））

福田　孝夫

▽大田原支店　技術次長 （宇都宮支店） 瀧田　武久

▽小山支店長 （小山支店　営業次長（古河地域担当）） 関田　文夫

▽小山支店　営業次長（古河地域担当） （小山支店） 栃木　茂治

▽前橋支店長 （群馬支店長） 北出　岳彦
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積水ハウス株式会社 平成19年1月29日

発令日：2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽前橋支店　技術次長 （群馬支店　技術次長） 武田　祐司

▽前橋支店　営業次長（伊勢崎地域担当） （水戸支店　営業次長（水戸地域担当）） 長山　隆

▽高崎支店長 （群馬支店　営業次長（高崎地域担当）） 川村　英史

▽高崎支店　技術次長 （群馬支店） 又川　敦志

中部第一営業本部

▽三重北支店長 （中部第一営業本部） 原田　稔

中部第二営業本部

▽中部第二営業本部長 （松本支店長） 高塚　善数

▽静岡支店長 （新潟支店長） 木藤　政己

▽沼津支店長 （沼津支店　営業次長（沼津西地域担当）） 賀来　裕之

▽沼津支店　営業次長（沼津西地域担当）
（沼津支店　営業次長
（シャーメゾン・TKC担当））

芝野　広雄

▽松本支店長 （松本支店　営業次長（松本南地域担当）） 木下　善夫

▽松本支店　営業次長（松本南地域担当） （松本支店） 山田　裕和

▽新潟支店長 （中部第二営業本部） 秋田　英男

北陸営業本部

▽北陸営業本部長 （東京東支店長） 塚田　敏

▽富山支店長 （富山支店　営業次長（高岡地域担当）） 坂木　茂

▽福井支店　技術次長 （福井支店） 宮川　京治

関西第一営業本部

▽大阪北支店　営業次長（豊中エリア担当） （大阪北支店） 笹川　雅彦

▽大阪分譲事業部　技術次長 （大阪分譲事業部） 田村　哲也

関西第二営業本部

▽京都支店　営業次長（SW事業担当） （京都支店） 松見　信幸

▽福知山支店長 （京都支店　営業次長（鉄骨担当）） 岡田　敏裕

▽福知山支店　技術次長 （京都支店） 小松　洋一
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積水ハウス株式会社 平成18年1月29日

発令日：2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽福知山支店　営業次長
（シャーメゾン事業担当）

（奈良支店長） 池野　克之

▽滋賀支店長 （彦根支店長） 片桐　勝

▽彦根支店長 （彦根支店） 吉田　尚弘

▽奈良支店長 （滋賀支店　営業次長（滋賀東地域担当）） 柴田　郁

兵庫営業本部

▽神戸支店　技術次長 （神戸支店） 松村　耕也

▽阪神支店　技術次長 （神戸西支店） 杉山　義則

中国営業本部

▽岡山支店長 （岡山支店　営業次長（東部地域担当）） 三宅　得之

▽岡山支店　営業次長（シャーメゾン担当） （岡山支店） 合田　明

▽広島支店長 （岡山シャーウッド住宅支店長） 河原崎　益嗣

▽広島支店　営業次長（分譲担当） （広島支店） 武本　悟

▽山口支店長
（山口支店　営業次長
（戸建分譲事業担当））

石川　智徳

▽下関支店長
（山口支店　営業次長
（下関・宇部地域担当））

久保　尚夫

▽下関支店　技術次長 （山口支店） 中原　栄治

▽岡山シャーウッド住宅支店長 （広島支店　営業次長（SW事業担当）） 近藤　隆裕

四国営業本部

▽松山支店長 （松山支店　営業次長（松山南地域担当）） 大野　丈二

▽松山支店　技術次長 （松山支店） 豊嶋　卓也

▽松山支店　営業次長（松山南地域担当） （松山支店） 高橋　武史

九州営業本部

▽九州営業本部　工務部長 （大分支店　技術次長） 真島　康

▽大分支店　技術次長 （大分支店） 安永　浩一

特建事業本部

▽東京特建事業部長
（東京特建事業部　営業次長
（ビル事業担当））

吉成　條二
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積水ハウス株式会社 平成19年1月29日

発令日：2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽東京特建事業部　技術次長 （東京特建事業部） 高橋　治

▽東京特建事業部　営業次長
（ビル事業担当）

（東京特建事業部） 篠崎　浩士

マンション事業本部

▽横浜マンション事業部長 （東京マンション事業部） 花田　富二郎

▽横浜マンション事業部　技術次長 （東京マンション事業部） 中嶋　章雄

▽大阪マンション事業部長 （六甲開発事業部長） 海辺　義彦

▽大阪マンション事業部　技術次長
（六甲開発担当）

（六甲開発事業部　技術次長） 網本　博臣

CS推進本部

▽CS推進部　CS推進室長 （CS推進部　CS推進室） 細野　修司

▽CS推進部　品質保証室長 （CS推進部　CS推進室長） 前田　巳貴雄

▽千葉南カスタマーズセンター所長 （千葉南カスタマーズセンター） 新穂　宏幸

▽名古屋西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所長 辻　憲一

▽浜松カスタマーズセンター所長 （沼津支店長） 福富　俊志

▽大阪カスタマーズセンター所長 （CS推進部　CS推進室） 福井　行洋

▽大阪南カスタマーズセンター所長 （姫路カスタマーズセンター所長） 熊本　博己

▽阪和カスタマーズセンター所長 （大阪南カスタマーズセンター所長） 河野　猛夫

▽京都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） 上嶋　康孝

▽滋賀カスタマーズセンター所長 （京都カスタマーズセンター所長） 大林　良道

▽姫路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） 澤邉　眞澄

▽四国カスタマーズセンター所長 （香川カスタマーズセンター所長） 山下　耕二

▽福岡カスタマーズセンター所長 （積和建設福岡（株）） 三石　孝則

本社

▽法務部長 （総務法務部　法務部長） 中田　孝治

▽法務部　ヒューマンリレーション室長
（総務法務部　法務部
ヒューマンリレーション室長）

武田　勝

▽資材部長 （資材部） 岩田　晴幸

▽法人統括営業部　TKC事業部長 （法人統括営業部　TKC事業部） 佐藤　由光
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積水ハウス株式会社 平成19年1月29日

発令日：2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽法人統括営業部　TKC西日本事業部長 （法人統括営業部　TKC西日本事業部） 福田　利夫

施工本部

▽東部施工指導部長
（西部施工指導部
関西技術研修センター長）

大崎　貴司

▽西部施工指導部長 （施工本部） 松田　光雄

▽東部施工指導部
東日本技術研修センター長

（東部施工指導部
東日本技術研修センター）

一瀬　辰也

▽西部施工指導部
関西技術研修センター長

（西部施工指導部） 井上　嗣夫

▽西部施工指導部
西日本技術研修センター長

（施工開発部） 黒田　詔平

技術本部

▽東京技術部長 （東京技術部） 穐本　敬子

設計本部

▽CAD・AESセンター所長 （CAD・AESセンター） 雨宮　豊

滋賀工場

▽滋賀工場　総務部長 （滋賀工場　総務課長） 板鼻　雅彦

▽滋賀工場　業務部長 （滋賀工場　業務課長） 谷口　昇

▽滋賀工場　生産情報部長 （滋賀工場　電算課長） 才田　是

▽滋賀工場　物流部長 （滋賀工場　物流課長） 西野　芳和

▽滋賀工場　設計積算部長 （滋賀工場　設計課長） 大橋　英雄

▽滋賀工場　設備管理部長 （滋賀工場　工務課長） 吉居　元量

▽滋賀工場　ライン技術部長 （滋賀工場　技術課長） 鈴木　成仁

▽滋賀工場　品質管理部長 （滋賀工場　品質管理課長） 辻　亮三

▽滋賀工場　鉄工部長 （滋賀工場　鉄工課長） 駒井　茂

▽滋賀工場　パネル部長 （滋賀工場　パネル課長） 玉水　正美

▽滋賀工場　木工部長 （滋賀工場　木工課長） 青山　強志
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積水ハウス株式会社 平成19年1月29日

発令日：2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

関東工場

▽関東工場　総務部長 （関東工場　総務課長） 高橋　秀樹

▽関東工場　業務部長 （関東工場　業務課長） 根本　建治

▽関東工場　生産情報部長 （関東工場　電算課長） 青木　裕二

▽関東工場　物流部長 （関東工場　物流課長） 村田　健二

▽関東工場　設計積算部長 （関東工場　設計課長） 渡辺　幸三

▽関東工場　設備管理部長 （関東工場　工務課長） 今田　恵二郎

▽関東工場　ライン技術部長 （関東工場　技術課長） 田中　康一郎

▽関東工場　品質管理部長
（兼）ISO推進室長

（関東工場　品質管理課長） 金沢　英克

▽関東工場　鉄工部長 （関東工場　鉄工課長） 村田　定雄

▽関東工場　パネル部長 （関東工場　パネル課長） 安田　俊一

▽関東工場　ダインパネル部長 （関東工場　ダインパネル課長） 河本　守之

▽関東工場　木工部長 （関東工場　木工課長） 佐々木　俊

山口工場

▽山口工場　総務部長 （山口工場　業務課） 奥　充

▽山口工場　業務部長 （山口工場　業務課長） 楊井　昭平

▽山口工場　生産情報部長 （山口工場　電算課） 荻原　悟司

▽山口工場　物流部長 （山口工場　物流課長） 前田　豊

▽山口工場　設計積算部長 （山口工場　設計課長） 田中　寿行

▽山口工場　設備管理部長 （山口工場　工務課） 安光　幹治

▽山口工場　ライン技術部長 （山口工場　技術課長） 髙松　義春

▽山口工場　品質管理部長
（兼）ISO推進室長

（山口工場　品質管理課長） 弓場　修志

▽山口工場　鉄工部長 （山口工場　鉄工課長） 山本　彰

▽山口工場　パネル部長 （山口工場　パネル課長） 石川　近利

▽山口工場　木工部長 （山口工場　木工課長） 松永　茂夫
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積水ハウス株式会社 平成19年1月29日

発令日：2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

静岡工場

▽静岡工場　総務部長 （静岡工場　総務課長） 澤崎　照夫

▽静岡工場　業務部長 （静岡工場　業務課長） 伊藤　公一郎

▽静岡工場　生産情報部長 （静岡工場　電算課） 石井　誠一

▽静岡工場　物流部長 （静岡工場　物流課長） 遠藤　和宏

▽静岡工場　設計積算部長 （静岡工場　設計課長） 大西　庸介

▽静岡工場　設備管理部長 （静岡工場　工務課長） 河村　伸治

▽静岡工場　ライン技術部長 （静岡工場　技術課長） 工藤　正人

▽静岡工場　品質管理部長 （静岡工場　品質管理課長） 谷合　達夫

▽静岡工場　鉄工部長 （静岡工場　鉄工課長） 田中　正弘

▽静岡工場　重鉄部長 （静岡工場　重鉄課長） 廣澤　清司

▽静岡工場　パネル部長 （静岡工場　パネル課長） 出野　定男

▽静岡工場　ダインパネル部長 （静岡工場　ダインパネル課） 山本　智

▽静岡工場　木工部長 （静岡工場　木工課） 大久保　栄二

兵庫工場

▽兵庫工場　設備管理部長 （兵庫工場　工務課長） 兵庫工場長 弘中　和夫

▽兵庫工場　総務部長 （兵庫工場　事務課長） 脇坂　秋男

▽兵庫工場　ダインパネル部長 （兵庫工場　生産課長） 中村　努

▽兵庫工場　ライン技術部長 （兵庫工場　技術課長） 山田　裕文

東北工場

▽東北工場　総務部長 （東北工場　総務課長） 野々田　順治

▽東北工場　業務部長 （東北工場　業務課長） 久貝　忠昭

▽東北工場　物流部長 （東北工場　物流課長） 吉田　定雄

▽東北工場　設計積算部長 （東北工場　設計課長） 中畑　信義

▽東北工場　設備管理部長 （東北工場　工務課長） 小林　正

▽東北工場　ライン技術部長 （東北工場　技術課長） 和山　博輝

▽東北工場　品質管理部長 （東北工場　品質管理課長） 渡辺　秀行

▽東北工場　鉄工部長 （東北工場　鉄工課長） 森川　孝司

▽東北工場　パネル部長 （東北工場　パネル課長） 阿部　茂
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積水ハウス株式会社

機構改革
改正日：2月1日

東北営業本部に仙台シャーメゾン支店を新設する

生産本部を新設し、全国6工場、生産技術部及び生産管理部を傘下におく

（改正の趣旨）

首都圏における分譲マンション事業の拡大を図るもの

生産部門の組織体制の強化を図るもの

●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

平成19年1月29日

東北営業本部の仙台支店及び仙台北支店を統合し、仙台支店とする

東京営業本部の東京東支店を東京北支店に改称する

神奈川営業本部の横浜支店を横浜北支店に改称する

マンション事業本部に横浜マンション事業部を新設する

神奈川営業本部の横浜南支店を横浜支店に改称する

神奈川営業本部の横浜シャーメゾン支店を横浜北シャーメゾン支店に改称する

神奈川営業本部に横浜南シャーメゾン支店を新設する

埼玉営業本部の埼玉西支店及び所沢支店を統合し、埼玉西支店とする

中国営業本部に下関支店を新設する

埼玉営業本部に埼玉南シャーメゾン支店を新設する

北関東営業本部の群馬支店を前橋支店に改称する

北関東営業本部に大田原支店及び高崎支店を新設する

　（大阪）　　　 　　 　（東京）
　℡ 06-6440-3021   　　℡ 03-5575-1740

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、営業力の強化を図るもの

本社組織の再編を図るもの

CS推進本部の香川カスタマーズセンターを四国カスタマーズセンターに改称する

総務法務部を分離し、総務部及び法務部とする

アフターサービス体制の強化充実、効率化を図るため、カスタマーズセンターの再編を行うもの
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