メルディアグループ 三栄建築設計は、おかげさまで 2018 年 9 月に 25 周年を迎えます。

報道各位
プレスリリース

2018 年 9 月 25 日

役員及び執行役員の異動に関するお知らせ
「Design Your Life」をグループメッセージに掲げる、メルディアグループ株式会社三栄建築設計（本社：
東京都新宿区、代表取締役社⾧：小池信三、以下、三栄建築設計）は、2018 年 9 月 25 日の取締役決議に基づ
き役員及び執行役員の異動を下記の通り決定いたしました。
■ 取締役の異動の状況（2018 年９月 25 日付）
氏名
吉野
宮本

満
宜一

新役職名

旧役職名

取締役副社⾧ 執行役員

取締役 執行役員

営業本部⾧

首都圏営業本部⾧ 仕入統括

取締役

取締役 執行役員
首都圏営業本部⾧ 販売統括

※ 宮本 宜一は今後設立を予定している子会社の代表取締役社⾧に就任予定となっております。
役員異動の理由
当社は、1993 年に設立し、これまで 25 年を経過いたしました。今後、新たな 25 年、更なる飛躍を実現
するために、経営体制と組織体制を変更してまいります。主な変更点として、首都圏営業本部を「営業本部」
と変更し、中京エリアを含めた戸建分譲事業の営業組織を簡素化し、強化を図ってまいります。また、機動的
な経営体制を確保・運営するために、代表取締役社⾧小池信三の元、代表取締役専務小池学に加えて、取締役
副社⾧を設置し、スピードある経営体制を構築してまいります。

また、今後の販売体制強化を目的として、

100％子会社である株式会社 MELDIA Realty（旧社名：三栄リビングパートナー）の社名変更を行い「MELDIA
ブランド」浸透強化を図ることに加え、「製販一体」の体制を構築すべく、マーケティング・広告を取り扱う
新会社を設立し、販売体制のサポート強化を図る予定であります。
上記のとおり組織改編を実施することで、子会社を含めたメルディアグループ全体でさらなる事業拡大を
図ってまいります。
【当リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社 三栄建築設計
電話：03-5381-3213

管理本部 経営企画部 広報室 榎本・大野

FAX：03-5381-3204

メール：prd@san-a.com
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また、今後の販売体制強化を目的として、
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