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東北営業本部
▽仙台シャーウッド住宅営業所長 （仙台シャーウッド住宅営業所） 井上　秀人
▽福島営業所長 （秋田営業所長） 島貫　利一
▽青森営業所長 （仙台シャーウッド住宅営業所長） 中島　善忠
▽秋田営業所長 （秋田営業所） 小瀧　成浩
▽仙台リフォーム営業所長 （郡山カスタマーズセンター所長） 佐々木　栄尚
▽郡山カスタマーズセンター所長 （福島営業所長） 大津　勝

東京営業本部
▽多摩支店長 （武蔵野支店長） 藤田　博
▽武蔵野支店長 （練馬営業所長） 荒井　正和
▽練馬営業所長 （新宿新都心営業所長） 坂本　雄治
▽新宿新都心営業所長 （東京営業本部） 森　義一

神奈川営業本部
▽藤沢営業所長 （神奈川宅地開発営業所長） 吉田　昌治
▽神奈川宅地開発営業所長 （神奈川宅地開発営業所） 府録　由則
▽神奈川リフォーム営業所長 （神奈川リフォーム営業所） 三浦　倬也
▽神奈川西リフォーム営業所長 （神奈川リフォーム営業所） 森川　英二

関東第一営業本部
▽つくば支店長 （船橋綜建営業所長） 手塚　正夫
▽船橋綜建営業所長 （船橋シャーウッド住宅営業所長） 柴田　公春
▽船橋シャーウッド住宅営業所長 （船橋営業所） 鷹取　靖幸

関東第二営業本部
▽宇都宮支店長 （小山支店長） 白寄　和彦
▽小山支店長 （宇都宮営業所長） 藤原　元彦
▽群馬支店長 （宇都宮支店長） 下田　克明
▽宇都宮シャーウッド住宅営業所長 （宇都宮シャーウッド住宅営業所） 亀山　誠一
▽宇都宮カスタマーズセンター所長 （両毛カスタマーズセンター所長） 小森　賢司
▽両毛カスタマーズセンター所長 （宇都宮カスタマーズセンター所長） 東浦　和裕
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中部第一営業本部
▽名古屋東支店長 （名古屋東営業所長） 糠信　巧
▽名古屋南営業所長 （名古屋南営業所） 多田　和史
▽名古屋東シャーウッド住宅営業所長 （名古屋南営業所長） 宮崎　克彦
▽名古屋北営業所長 （四日市南営業所長） 田垣　浩
▽春日井営業所長 （多摩支店長） 加藤　正彦
▽岐阜営業所長 （春日井営業所長） 加治　幸弘
▽四日市南営業所長 （四日市営業所） 柳川　喜久夫
▽三重南営業所長 （三重営業所） 糸川　浩治
▽名古屋リフォーム営業所長 （愛知東リフォーム営業所長） 井上　純一
▽名古屋西リフォーム営業所長 （グリーンテクノ積和中部㈱　代表取締役専務） 梅田　裕幸
▽愛知東リフォーム営業所長 （名古屋西カスタマーズセンター所長） 石垣　要三
▽名古屋西カスタマーズセンター所長 （名古屋北営業所長） 西岡　秀典

関西第一営業本部
▽大阪北支店長 （豊中営業所長） 三浦　泰弘
▽大阪南支店長 （大阪東営業所長） 湯浅　訓嘉
▽大阪北営業所長 （大阪北営業所） 木村　隆俊
▽高槻営業所長 （高槻営業所） 青木　慎治
▽大阪東営業所長 （高槻営業所長） 佐々木　康夫
▽大阪南シャーウッド住宅営業所長 （大阪北シャーウッド住宅営業所） 遠藤　恒夫
▽大阪北リフォーム営業所長 （阪神シャーウッド住宅営業所長） 嶌村　和男

関西第二営業本部
▽滋賀支店長 （やまと営業所長） 山口　久彌
▽福知山営業所長 （藤沢営業所長） 岡村　良明
▽やまと営業所長 （やまと営業所） 山口　浩一

兵庫営業本部
▽兵庫営業本部長 （大阪北支店長） 石井　直樹
▽阪神シャーウッド住宅営業所長 （大阪南シャーウッド住宅営業所長） 下元　和道
▽兵庫シャーメゾン営業所長 （兵庫シャーメゾン営業所） 堀　孝義
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中国営業本部
▽倉敷支店長 （広島西営業所長） 中村　善元
▽島根支店長 （倉敷支店長） 佐内　孝典
▽岡山北営業所長 （山口営業所） 石川　智徳
▽倉敷シャーウッド住宅営業所長 （倉敷営業所） 矢田　良二
▽鳥取営業所長 （倉敷シャーウッド住宅営業所長） 室山　英男
▽広島西営業所長 （広島シャーウッド住宅営業所長） 河原崎　益嗣
▽広島シャーウッド住宅営業所長 （広島シャーウッド住宅営業所） 近藤　隆裕
▽広島綜建営業所長 （広島特建事業部） 竹永　英二
▽米子営業所長 （岡山北営業所長） 梶　ゆうじ
▽倉敷リフォーム営業所長 （倉敷営業所） 奥畠　康男
▽広島リフォーム営業所長 （山口カスタマーズセンター所長） 隅田　和夫
▽徳山カスタマーズセンター所長 （山口カスタマーズセンター） 安田　裕美
▽山口カスタマーズセンター所長 （徳山カスタマーズセンター所長） 宮本　敏美

四国営業本部
▽愛媛リフォーム営業所長 （鳥取営業所長） 今西　淑裕

九州営業本部
▽北九州支店長 （九州営業本部） 内野　和男
▽長崎営業所長 （西九州綜建営業所） 釜土　信雄
▽宮崎営業所長 （北九州支店長） 今泉　明久

特建事業本部
▽東京特建事業部長 （東京特建支店長） 山口　耕三
▽東京シャーメゾン事業部長 （兵庫シャーメゾン営業所長） 長瀬　佳彦
▽東京南シャーメゾン営業所長 （東京シャーメゾン営業所） 豊田　治彦
▽東京北シャーメゾン営業所長 （東京特建営業所） 西川　雅則
▽東京中央シャーメゾン営業所長 （大阪北シャーメゾン営業所長） 吉田　正基
▽名古屋東シャーメゾン営業所長 （名古屋東シャーメゾン営業所） 宮内　則昌
▽大阪特建事業部長 （関西特建支店長） 戸倉　恒城
▽大阪シャーメゾン事業部長 （大阪南シャーメゾン営業所長） 西田　勲平
▽大阪南シャーメゾン営業所長 （名古屋東シャーメゾン営業所長） 松波　康夫
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マンション事業本部
▽名古屋マンション事業部長 （開発事業部） 八木　哲朗

工場
▽東北工場長 （静岡工場） 佐藤　博之
▽浅井工場長 （関東工場） 平田　栄道

本社
▽監査部　監査室長 （滋賀支店長） 岡島　順一
▽法人統括営業部長 法人営業部長 徳田　博公
▽東京法人営業部長 （法人営業部） 田中　清健
▽TKC事業部長 （法人営業部） 清原　澄芳
▽人事部　西神研修センター長 （社長室） 西村　公道

▽グリーンテクノ積和関西㈱　社長 （大阪南支店長） 松浦　重信
▽積和建設山陰㈱　社長 （山口支店　次長） 佐々木　徹
▽積和建設北九州㈱　社長 （積和建設福岡㈱　社長） 西山　春市
▽積和建設福岡㈱　社長 （積和建設北九州㈱　社長） 山下　泉
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機構改革

改正日8月1日

四国営業本部に愛媛リフォーム営業所を新設

特建事業本部の東京特建支店及び東京特建営業所を統合し、東京特建事業部を新設

特建事業本部の関西特建支店及び大阪特建営業所を統合し、大阪特建事業部を新設

特建事業本部に東京シャーメゾン事業部と大阪シャーメゾン事業部を新設

特建事業本部に東京南シャーメゾン営業所を新設

東京西シャーメゾン営業所を東京中央シャーメゾン営業所に改称

特建事業本部傘下の広島特建事業部を広島綜建営業所に改称し、中国営業本部傘下に編入

法人統括営業部を新設し、同営業部に法人営業部、東京法人営業部及びTKC事業部を新設

滋賀工場管轄下に浅井工場を新設（所在地：滋賀県浅井町）

法人営業部門の組織体制の強化を図るため

シャーウッド事業の拡大に伴い、集成材の専門工場を設立し、安定供給を図るため

●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

リフォーム工事の受注促進を図り、リフォーム営業所の増設を図るため

市場の変化等に対応するため、営業本部の新設、営業所の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ため

（改正の趣旨）

神奈川営業本部に神奈川西リフォーム営業所を新設

中部第一営業本部に名古屋西リフォーム営業所を新設

兵庫営業本部を新設

関西第一営業本部傘下の阪神支店、阪神営業所、阪神南営業所、阪神シャーウッド住宅営業所、神戸支店、神戸営業所、神戸北営業所、神戸
シャーウッド住宅営業所、神戸西支店、西神営業所、明石営業所、神戸西シャーウッド住宅営業所、姫路支店、姫路営業所、加古川営業所、神戸
リフォーム営業所、神戸カスタマーズセンター、阪神カスタマーズセンター、姫路カスタマーズセンター及び特建事業本部傘下の兵庫シャーメゾ
ン営業所を兵庫営業本部傘下に編入
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