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▽国際事業 担当 （国際事業部長） 取締役　専務執行役員 勝呂　文康

▽西日本建築事業　担当　仲介賃貸事業本部長 （西日本建築事業本部長）　 取締役　専務執行役員 西田　勲平

▽開発事業　担当　国際事業部長 （開発事業部長　兼　国際事業部　部長） 常務執行役員 石井　徹

▽技術部門　担当補佐 （技術業務部長） 執行役員　 雨宮　豊

▽東日本建築事業　担当補佐 （埼玉営業本部長） 執行役員　 新井　冨士夫

▽西日本建築事業本部長　 （関西第二営業本部長） 執行役員　 新田　幸生

▽建築事業開発部長 （設計部長　兼　大阪設計室長） 執行役員 上木　宏平

東日本建築事業本部

▽東京北シャーメゾン支店　技術次長 （東日本特建支店） 田中　辰二

▽東京城東シャーメゾン支店長 （東京城東シャーメゾン支店） 安達　喬

▽埼玉シャーメゾン支店　技術次長 （埼玉南シャーメゾン支店　技術次長） 猪子　裕介

▽埼玉南シャーメゾン支店　技術次長 （東京北シャーメゾン支店　技術次長） 三浦　和彦

▽埼玉東シャーメゾン支店　技術次長 （東京西シャーメゾン支店） 重松　敬一

▽千葉シャーメゾン支店長 （東京城東シャーメゾン支店長） 小西　賢二

▽千葉シャーメゾン支店　技術次長 （常葉シャーメゾン支店　技術次長） 吉田　正

常葉 ゾ 支店 技術次長 （常葉 ゾ 支店） 瀬 樹▽常葉シャーメゾン支店　技術次長 （常葉シャーメゾン支店） 瀬口　正樹

▽北関東シャーメゾン支店長 （埼玉西シャーメゾン支店） 永井　秀人

▽北関東シャーメゾン支店　技術次長 （埼玉シャーメゾン支店　技術次長） 杉下　靖二

西日本建築事業本部

▽西日本建築事業本部　技術部長 （大阪南シャーメゾン支店　技術次長） 小谷　匡史

▽西日本建築事業本部　総務部長 （関西第二営業本部　総務部長） 松下　英一

▽大阪北シャーメゾン支店　技術次長 （兵庫シャーメゾン支店　技術次長） 林　総一

▽大阪南シャーメゾン支店　技術次長 （大阪南シャーメゾン支店） 小田　洋

▽兵庫シャーメゾン支店　技術次長 （兵庫シャーメゾン支店） 上松　一孔

東北営業本部

▽いわき支店長 （札幌支店） 佐藤　尚誠

▽青森支店長 （いわき支店長） 西原　浩実

▽仙台カスタマーズセンター所長 （青森支店長） 秋葉　和明
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東京営業本部

▽東京中央支店　技術次長 （東京営業本部） 滝口　博仁

▽山梨支店　技術次長 （東京中央支店　技術次長） 森谷　浩春

神奈川営業本部

▽神奈川営業本部　総務部長 （湘南支店） 廣野　康雄

埼玉営業本部

▽埼玉営業本部長 （埼玉支店長） 木村　良典

▽埼玉営業本部　技術部長 （埼玉東シャーメゾン支店　技術次長） 木下　昭彦

▽埼玉支店長 （埼玉支店） 齊藤　啓崇

東関東営業本部

▽東関東営業本部　技術部長 （埼玉営業本部　技術部長） 間舘　孝雄

▽水戸支店　技術次長 （宇都宮支店） 吉田　高士

北関東営業本部北関東営業本部

▽両毛支店長 （水戸支店　技術次長） 和田　修一

信越営業本部

▽信越営業本部長 （中部第二営業本部長） 三上　三千夫

▽信越営業本部　技術部長 （中部第二営業本部 技術部長） 古野　英靖

▽信越営業本部　総務部長 （浜松支店） 近藤　智

中部第一営業本部

▽名古屋東支店長 （名古屋東支店） 見延　友章

▽名古屋東支店　技術次長 （三重支店　技術次長） 佐野　敦司

▽名古屋西支店長 （名古屋東支店長） 白濵　広海

▽四日市支店　技術次長 （岐阜支店） 山田　卓生

▽三重支店　技術次長 （四日市支店　技術次長） 飛鳥井　稔之
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中部第二営業本部

▽中部第二営業本部長 （名古屋西支店長） 宮越　建

▽中部第二営業本部　技術部長 （名古屋東支店　技術次長） 坂　真徳

▽静岡支店長 （沼津支店長） 田村　泰樹

▽沼津支店長 （中部第二営業本部） 副島　敏昭

関西第一営業本部

▽和歌山支店　技術次長 （関西第一営業本部） 髙谷　潔

▽阪神支店　技術次長 （姫路支店　技術次長） 柴野　敬

▽姫路支店　技術次長 （積和建設関西株式会社） 松田　直樹

▽阪和カスタマーズセンター所長 （和歌山支店　技術次長） 髙島　努

関西第二営業本部

▽関西第二営業本部長 （東四国支店長） 大村　泰志

▽関西第二営業本部　総務部長 （奈良支店） 大西　孝詞

中国四国営業本部中国四国営業本部

▽倉敷支店長 （倉敷支店） 武村　秀秋

▽福山支店　技術次長 （福山支店） 中西　厚之

▽広島支店　技術次長 （福山支店　技術次長） 木下　昌章

▽東四国支店長 （倉敷支店長） 戸羽　伸吾

九州営業本部

▽九州営業本部　不動産部長 （九州営業本部） 山口　裕史

▽九州西カスタマーズセンター所長 （九州南カスタマーズセンター所長） 高野　嘉敏

▽九州南カスタマーズセンター所長 （九州南カスタマーズセンター） 梅田　実

マンション事業本部

▽マンション事業本部　技術部長 （大阪マンション事業部　技術次長） 中田　裕之

▽大阪マンション事業部　技術次長 （大阪マンション事業部） 山下　淳志

生産部門

▽生産部　積和住宅資材グループ長 (生産部　積和住宅資材グループ) 原　毅志

▽山口工場　製造部　木工・複合グループ長 (山口工場　製造部　木工・複合グループ) 田邊　千之

▽山口工場　製造部　物流グループ長 (山口工場　製造部　物流グループ) 相本　尚俊
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仲介賃貸事業本部

▽仲介賃貸事業本部　仲介事業部長 （積和不動産関西株式会社　専務取締役） 積和不動産関西株式会社　取締役 木庭　国利

▽仲介賃貸事業本部　賃貸事業部長 （積和不動産関西株式会社） 八束　誠

▽仲介賃貸事業本部　総務企画部長 （関連企業部） 春木　卓伸

国際事業部

▽国際事業部　営業次長 （開発事業部） 田森　直紀

▽国際事業部　技術次長 （商品開発部長） 東　和寿

▽国際事業部　総務次長 （国際事業部） 松浦　雅之

開発事業部

▽開発事業部長 （開発事業部） 柳　武久

▽開発事業部　営業次長 （開発事業部） 宮田　浩

▽開発事業部　技術次長 （開発事業部） 宮島　一仁

本社

▽経営企画部長 （経営企画部） 神谷 佳之▽経営企画部長 （経営企画部） 神谷　佳之

▽広報部長 （広報部） 酒居　高久

▽広報部　広報企画室長 （広報部） 足立　紀生

▽リフォーム事業部長 （リフォーム事業部） 北村　禎夫

▽人事部　人材開発室長 （人事部） 安信　秀昭

▽商品開発部長 （商品開発部　鉄骨商品開発室長） 古村　嘉浩

▽商品開発部　鉄骨商品開発室長 （設計部　東京設計室長） 藤田　弘樹

▽建築事業開発部　次長 （東京営業本部　不動産部長） 塩﨑　勝博

▽建築事業開発部　シャーメゾン事業開発室長 （商品開発部　シャーメゾン商品開発室長） 中山　英彦

▽建築事業開発部　特建事業開発室長 （商品開発部　建築事業開発室長） 岸田　達朗

▽建築事業開発部　リフォーム事業開発室長 （商品開発部　リフォーム商品開発室長） 芝谷　秀哉

▽設計部長　兼　大阪設計室長 （経営企画部） 梅原　基伸

▽設計部　東京設計室長 （設計部　大阪設計室） 中道　隆明

▽技術業務部長 （技術業務部　設計システム室長） 小松　洋一
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（改正の趣旨）

中部第一営業本部の豊橋支店及び岡崎支店を中部第二営業本部の傘下に移管する。

当社グループの広報戦略の企画力強化を図るため、広報部に専門組織を新設するもの。

人材の育成並びに選抜を的確に推進するため、人事部に専門組織を新設するもの。

 技術部門に、シャーメゾン・特建事業及びリフォーム事業に関する商品開発・事業所支援を担う専門組織を設置し、各事業の推進体制の強化を図るもの。

 積和不動産各社の仲介事業及び賃貸事業の総合企画及び事業推進を統括する専門組織を新設し、ストック事業の強化及びグループ連携の推進を図るもの。

 エリアマーケティング戦略の観点から、営業本部の新設並びに支店の移管を行い、組織の活性化を促進し、営業力の強化を図るもの。

信越営業本部を新設し、中部第二営業本部の長野支店、松本支店、新潟支店及び長野カスタマーズセンター及び新潟カスタマーズセンターを信越営業本部の傘下に移管する。

広報部に新たに広報企画室を置く。

人事部に新たに人材開発室を置く。

商品開発部を分割し、商品開発部及び建築事業開発部とする。商品開発部のシャーメゾン商品開発室、建築事業開発室及びリフォーム商品開発室をシャーメゾン事業開発室、特
建事業開発室及びリフォーム事業開発室に名称変更し、建築事業開発部の傘下に移管する。

仲介賃貸事業本部を新設する。

北関東営業本部の水戸支店を東関東営業本部の傘下に移管する。

●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   　　℡ 03-5575-1740

55


	人事異動 

