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2023年 3月 10日 

報道関係者各位 

三菱地所ホーム株式会社 

 

 

組織改正、社長交代及び幹部の異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、組織改正、社長交代及び幹部の異動を下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．組織改正 

○4月 1日付 

 今後の更なる成長に向け、以下の通り組織改正を実施いたします。 

 

1. 新築注文事業部門 

エリアフォーカス、ターゲットフォーカスをより一層強化するため、営業機能を担う「東京事

業部」「東京中央事業部」「東京西事業部」「首都圏第一事業部」「首都圏第二事業部」を「第一

営業部」「第二営業部」「第三営業部」「第四営業部」に改組する。 

 

2. 建築事業部門【改称】 

(1) 開発、生産業務を担う「技術統括部門」を「建築事業部門」に改称する。 

(2) 生産体制の強化と設計施工品質の向上を実現するため、「技術推進部」「設計業務部」「建設

発注統括部」「設計センター営業積算グループ」を統合し、「建築事業推進部」に改編する。 

(3) 注文住宅のフラッグシップブランド『ＯＲＤＥＲ ＧＲＡＮ』の設計・施工体制を強化する

ことを目的として、「設計アカデミー部」の「オーダーＧＲＡＮ設計室」を「ＯＲＤＥＲ Ｇ

ＲＡＮ建築・設計部」に改組する。 

(4) 「第一建設センター」と「第二建設センター」を統合し、「建設センター」に改編する。 

 

3. ソリューション事業部門 

(1) 中大規模建築物の木造木質化と木造建築の高層化の推進を加速することを目的として、

「経営戦略部門」の職制外組織の「都市木造開発推進室」を「ソリューション事業部門」

の「都市木造開発推進部」に改組する。 

(2) 「法人戸建事業部」を「ソリューション事業部」に統合する。 

 

4. 経営戦略部門 

「ワーク・イノベーション推進部」、「ビジネス・ソリューション推進部」を発展的に解消し、 

「経営企画部」に統合する。 

 



 

5. 関西支店 

(1) 「関西支店」の建築関連業務全般を担う「関西業務部」を新設する。 

(2) 「関西支店」の生産業務を担う「関西建設設計部」を新設する。 

 

 

Ⅱ．社長交代 

○4月 1日付 

氏名 新役職・担当業務 現役職・担当業務 

加藤 博文 三菱地所株式会社へ復職 

取締役（非常勤） 

代表取締役 社長執行役員 

細谷 惣一郎 代表取締役 社長執行役員 三菱地所株式会社 住宅業務企画部長 

取締役（非常勤） 

 

 

Ⅲ．取締役の異動 

1.  新任取締役 

○4月 1日付 

鈴木 智久（非常勤） 

 

2.  退任取締役 

○3月 31日付 

長沼 文六（非常勤） 

 

 

Ⅳ．執行役員の異動 

1.  新任執行役員 

○4月 1日付 

氏名 新役職・担当業務 現役職・担当業務 

高橋 徹 執行役員  

ＯＲＤＥＲ ＧＲＡＮ建築・設計部長 

専門役員 設計アカデミー部長 

三中井 英樹 執行役員  

ソリューション事業部門 副部門長 

ソリューション事業推進部長 

経営企画部長 

伊藤 康敬 執行役員 

ソリューション事業部門 副部門長 

ソリューション事業部長 

三菱地所株式会社 関連事業推進室 

専任部長 

MEC Industry株式会社 取締役副社長 

 

2.  担当業務が変更となる執行役員 

○4月 1日付 
氏名 新役職・担当業務 現役職・担当業務 

花形 雅人 取締役 専務執行役員 

保険事業部、ＣＳＲ推進部、 

コーポレートスタッフ部担当 

取締役 専務執行役員 

ＣＳＲ推進部、コーポレートスタッフ部担当 

榎並 秀夫 常務執行役員 建築事業部門 部門長 常務執行役員 技術統括部門 部門長 



 

菅田 修司 常務執行役員  

リフォーム事業部門 部門長 

執行役員 リフォーム事業部門 部門長 

リフォーム事業推進部長 

越川 喜直 常務執行役員  

ソリューション事業部門 部門長 

都市木造開発推進部長 

執行役員  

ソリューション事業部門 副部門長 

ＺＥＨ－Ｍ推進室長 

中村 純一 執行役員 リフォーム事業部門 副部門長 

オーナーサポート部担当 

オーナーリフォーム事業部長 

執行役員 リフォーム事業部門 副部門長 

オーナーサポート部担当 

安全品質管理部長 

髙島 靖彦 

 

執行役員 新築注文事業部門 副部門長 執行役員 新築注文事業部門 副部門長 

営業アカデミー部長 

牛島 孝一 執行役員 建築事業部門 副部門長 

建築事業推進部長 

執行役員 技術統括部門 副部門長 

建設発注統括部長 

 

3.  退任執行役員 

○3月 31日付 

石河 幸治（三菱地所株式会社へ復職） 

月田 徹 
 
 
Ⅴ．専門役員の異動  

1. 新任専門役員 

○4月 1日付 

月田 徹 上席専門役員 建築事業部門 ＧＲＡＮフェロー 

 

2.  退任専門役員 

○3月 31日付 

淺野 昌紀 
 
 
Ⅵ．幹部の異動 

○4月 1日付 
氏名 新役職 現役職 

鈴木 正人 本店営業部長 ソリューション事業部長 

松澤 裕太 営業アカデミー部長、 

インテリアセンター長 

ビジネス・ソリューション推進部長、 

インテリアセンター長 

浅岡 賢二 第一営業部長 東京事業部長 

星野 崇司 第二営業部長 東京中央事業部長 

野村 美記 第三営業部長 首都圏第二事業部長 

小澤 拓央 第四営業部長 東京西事業部長 

吉田 謙 設計センター長 設計センター 副センター長 

和泉 朋治 建設センター長 第一建設センター長 

藤森 研穂 安全品質管理部長 第二建設センター長 

伊藤 克己 リフォーム事業推進部長 ソリューション事業推進部長 

山下 敏広 不動産サービス部長 首都圏第一事業部長 

中村 和博 経営企画部長 ワーク・イノベーション推進部長 

幕田 貴行 関西業務部長、関西事業部長 関西事業部長 

増田 康文 関西建設設計部長 設計業務部長 
 



 

（参考）2023年 4月 1日付体制 

 

取締役・監査役 

代表取締役 細谷 惣一郎 

取締役 古舘 康則 

取締役 花形 雅人 

取締役(非常勤) 加藤 博文 

取締役(非常勤) 鈴木 智久（新任） 

取締役(非常勤) 中島 秀敏 

監査役 佐藤 文彦 

監査役(非常勤) 江口 尚哉 

 

 

執行役員・専門役員 

社長執行役員 細谷 惣一郎 全般、内部監査室担当 

専務執行役員 古舘 康則 経営戦略部門 部門長 

専務執行役員 花形 雅人 保険事業部、ＣＳＲ推進部、コーポレートスタッフ部担当 

常務執行役員 前川 達也 新築注文事業部門 部門長 

常務執行役員 榎並 秀夫 建築事業部門 部門長 

常務執行役員(昇任) 菅田 修司 リフォーム事業部門 部門長 

常務執行役員(昇任) 越川 喜直 ソリューション事業部門 部門長、都市木造開発推進部長 

執行役員 中村 純一 リフォーム事業部門 副部門長、オーナーサポート部担当 

オーナーリフォーム事業部長 

執行役員 吉田 勝則 本店営業部、不動産サービス部担当 

執行役員 髙島 靖彦 新築注文事業部門 副部門長 

執行役員 牛島 孝一 建築事業部門 副部門長、建築事業推進部長 

執行役員(新任) 高橋 徹 ＯＲＤＥＲ ＧＲＡＮ建築・設計部長 

執行役員(新任) 三中井 英樹 ソリューション事業部門 副部門長、 

                ソリューション事業推進部長 

執行役員(新任) 伊藤 康敬 ソリューション事業部門 副部門長、 

                ソリューション事業部長 

 

上席専門役員(新任) 月田 徹 建築事業部門 ＧＲＡＮフェロー 

専門役員 小美濃 良介 ソリューション事業部 木造営業グループ担当 

専門役員 星  孝司 全社営業担当 

専門役員 横田  博 オーナーサポート部長 

 

以 上 



 

 


