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代表取締役社長  仲井 嘉浩 

 

 

 

人事異動・機構改革について 
 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より当社業務に関しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、このたび別紙のとおり、当社の人事異動・機構改革が決定いたしましたので、ご

通知申し上げます。 

 何卒ご高承の上、今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。 

 

敬  具 

 

 

 



積水ハウス株式会社 2019年7月19日

発令日：2019年8月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽環境推進　担当 （環境推進部長） 常務執行役員 石田　建一

▽関連企業　担当　監査部長 （東京営業本部長）　 常務執行役員 皆川　修

▽東京マンション事業部長 執行役員　マンション事業本部長 辻本　惠勇

（退任）積和不動産株式会社　取締役副社長就任 （常務執行役員　東北営業本部長） 島貫　利一

東日本建築事業本部

▽東日本建築事業本部　技術部長 （東京南シャーメゾン支店　技術次長） 村本　英一郎

▽仙台シャーメゾン支店長 （埼玉シャーメゾン支店長） 伊藤　一徳

▽東京南シャーメゾン支店　技術次長 （横浜北シャーメゾン支店　技術次長） 嵐　典之

▽横浜シャーメゾン支店長 （横浜北シャーメゾン支店） 土田　明

▽横浜北シャーメゾン支店　技術次長 （横浜北シャーメゾン支店） 川口　浩二

▽埼玉シャーメゾン支店長 （常葉シャーメゾン支店長） 吉安　祐二

▽千葉シャーメゾン支店　営業次長
　（千葉エリア担当）

（千葉シャーメゾン支店） 佐久間　崇志

▽常葉シャーメゾン支店長 （千葉シャーメゾン支店　営業次長） 井原　雄一

▽東日本特建支店長 （東日本建築事業本部　技術部長） 藤井　雅夫

▽東日本特建支店　営業次長（CRE担当） （横浜シャーメゾン支店長） 石井　真樹

西日本建築事業本部

▽西日本建築事業本部　ＣＲＥ部長 （大阪北シャーメゾン支店長） 大和　功

▽西日本建築事業本部　不動産部長 （西日本建築事業本部） 西田　憲司

▽三河シャーメゾン支店長 （名古屋東シャーメゾン支店　営業次長） 榑林　志朗

▽三河シャーメゾン支店 技術次長 （名古屋東シャーメゾン支店） 澤田　直希

▽京滋奈シャーメゾン支店長 （京滋奈シャーメゾン支店　営業次長） 小谷　勲

▽京滋奈シャーメゾン支店　営業次長
　（京都エリア担当）

（京滋奈シャーメゾン支店） 石田　昌司

▽大阪北シャーメゾン支店長 （大阪南シャーメゾン支店　営業次長） 金沢　賢一

▽九州シャーメゾン支店長 （京滋奈シャーメゾン支店長） 入江　哲也

▽九州シャーメゾン支店　営業次長
　（福岡エリア担当）

（福岡シャーメゾン支店） 川辺　雅史

▽九州北シャーメゾン営業所長 （福岡シャーメゾン支店　営業次長） 田村　寿悦

▽九州南シャーメゾン営業所長 （九州営業本部） 国本　伸一
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積水ハウス株式会社 2019年7月19日

発令日：2019年8月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

東北営業本部

▽東北営業本部長 （仙台シャーメゾン支店長） 室井　耕一

▽山形支店長 （仙台北支店） 安藤　直朗

東京営業本部

▽東京営業本部長 （東京西支店長） 市川　義男

▽東京西支店長 （福岡支店長） 笹井　義弘

神奈川営業本部

▽神奈川東支店　技術次長 （神奈川中央支店　技術次長） 佐藤　利行

▽横浜支店長 （山形支店長） 小西　敏之

▽神奈川中央支店　技術次長 （神奈川東支店　技術次長） 角田　桂太

東関東営業本部

▽千葉南支店長 （千葉支店） 島田　正彦

北関東営業本部

▽小山支店　技術次長 （小山支店） 小野下　絢也

▽群馬支店　技術次長 （北関東西部カスタマーズセンター所長） 萬代　勝弘

▽北関東西部カスタマーズセンター所長 （小山支店　技術次長） 高橋　達朗

中部第一営業本部

▽名古屋カスタマーズセンター所長 （名古屋西カスタマーズセンター所長） 山川　高

▽岐阜カスタマーズセンター所長 （積和建設中部株式会社） 川端　和博

中部第二営業本部

▽中部第二営業本部　販売促進部長 （中部第二営業本部） 鬼頭　佳宏

▽静岡支店　技術次長 （沼津支店　技術次長） 雨下　英樹

▽沼津支店　技術次長 （静岡支店） 近藤　岳仁

▽愛知東カスタマーズセンター所長 （名古屋東カスタマーズセンター所長） 立松　正博

関西第一営業本部

▽関西第一営業本部　総務部長 （関西第一営業本部） 須河内　高

▽大阪北支店　営業次長（不動産担当） （大阪北支店） 友成　政浩

▽阪神支店　営業次長（西宮・芦屋エリア担当） （阪神支店） 武久　智憲

▽姫路支店長 （大阪南支店　営業次長） 森田　徹郎
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積水ハウス株式会社 2019年7月19日

発令日：2019年8月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

関西第二営業本部

▽北陸支店　技術次長 （京都支店　技術次長） 土田　利美

▽京都支店　技術次長 （北陸支店　技術次長） 大村　直也

▽近畿西支店　技術次長 （奈良支店　技術次長） 平野　隆哉

▽彦根支店　技術次長 （奈良支店） 吉田　竜大

▽奈良支店　技術次長 （近畿西支店　技術次長） 赤羽　崇司

中国四国営業本部

▽岡山支店　技術次長 （高知支店　技術次長） 白石　利幸

▽高知支店長 （愛媛支店） 岡田　太作

▽高知支店　技術次長 （岡山支店　技術次長） 太田　尚宏

九州営業本部

▽福岡支店長 （大分支店長） 古後　顕

▽北九州支店　技術次長 （長崎支店　技術次長） 大塚　康裕

▽西九州支店長 （熊本支店長） 山城　弘巳

▽西九州支店　技術次長 （佐賀支店　技術次長） 安河内　仁志

▽長崎営業所長 （佐賀支店長） 細田　祐

▽大分支店長 （大分支店） 髙浪　文生

▽熊本支店長 （長崎支店長） 佐々木　真也

マンション事業本部

▽名古屋マンション事業部　営業次長 （名古屋マンション事業部） 吉居　豊充

生産本部

▽東北工場　業務部長 (東北工場　製造部　鉄工グループ長) 勝守　健二

▽東北工場　製造部　鉄工グループ長 (東北工場　製造部　鉄工グループ) 竹内　隆浩

本社

▽新規事業企画部　次長 （新規事業企画部） 吉田　裕明

▽住生活研究所長 （総合住宅研究所　住生活研究所長） 河﨑　由美子

▽環境推進部長 環境推進部　温暖化防止推進室長 近田　智也
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積水ハウス株式会社　グループ会社 2019年7月19日

（積和不動産株式会社）

発令日：2019年8月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽取締役副社長
（積水ハウス株式会社　常務執行役員
　東北営業本部長）

島貫　利一

（積和不動産中部株式会社）

発令日：2019年8月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

専務取締役 （積水ハウス株式会社　福岡シャーメゾン支店長） 松波　康夫

（積和建設グループ）

発令日：2019年8月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽積和建設信越株式会社　代表取締役社長 （積和建設信州株式会社　代表取締役社長） 亀田　光之

　*積和建設信州株式会社と積和建設新潟株式会社を合併し、積和建設信越株式会社に商号変更
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積水ハウス株式会社 2019年7月19日

機構改革

発令日：2019年8月1日

（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

名古屋東カスタマーズセンター及び名古屋西カスタマーズセンターを統合再編し、中部第一営業本部に名古屋カスタマーズセンター及び岐阜カスタマーズセンターを置き、中部第二
営業本部に愛知東カスタマーズセンターを置く。

　大阪　　　 　 　　東京

　℡ 06-6440-3021   　　℡ 03-5575-1740

幸せな住まい方、暮らし方を中心とする住生活の研究を推進するため、組織体制を強化するもの。

三河エリアにおけるシャーメゾン・特建事業の営業力の強化を図るため、支店を新設するもの。

九州エリア全域におけるシャーメゾン・特建事業の営業力の強化を図るため、支店の管轄エリアを拡大すると共に、営業所を新設するもの。

九州西部エリアにおける戸建事業の営業力の強化を図るため、組織体制を再編するもの。

中部エリアにおけるアフターサービスの強化充実を目的とし、営業本部の管轄エリアとの整合性を図り、カスタマーズセンターを再編するもの。

住生活研究所を総合住宅研究所より独立する。

西日本建築事業本部に三河シャーメゾン支店を新設する。

西日本建築事業本部の福岡シャーメゾン支店を九州シャーメゾン支店に名称変更し、同支店の傘下に九州北シャーメゾン営業所及び九州南シャーメゾン営業所を新設する。

九州営業本部の佐賀支店及び長崎支店を統合再編し、西九州支店とし、同支店の傘下に長崎営業所を置く。
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