
各　　位
２０１６年３月１７日
日本精機株式会社

事業管理統括部
統括部長 執行役員

渡辺　桂三

下記の通り組織変更・人事異動をお知らせ致します。

１．組織変更　（４月１日付け）

◇ 生産技術本部の改組

（変更内容） ・ 生産技術本部内の連携強化と業務の迅速化を図るため、「生産技術本部」直下に「生産技術統括部」を新設する。
・ 「設備技術部」を「生産技術部」に統合し、新機種立ち上げ責任部門を明確化、製造コストの削減、新規技術・将来

技術の取込みによるものづくり力をより一層強化する。

（旧） （新）

◇ 技術本部の改組

（変更内容） ・ グローバルで増大する設計業務の効率向上とスピードアップを目的に技術本部直轄で「設計管理部」を新設する。

（旧） （新）

◇ 営業本部の改組

（変更内容） ・ 顧客対応力、社内推進力強化とスピードアップ、且つ営業の業務管理のレベルアップと強化を目的に、「第１営業
統括部」、「第２営業統括部」、「営業管理部」の３体制に再編する。

・ 四輪営業を「第１営業統括部」、二輪・汎用営業を「第２営業統括部」に統合し、また「営業管理部」に従来の「営業
企画部」と「インド事業室」の機能を吸収し、「営業管理部」で現行機能を継続する。

（旧） （新）

◇ 事業企画本部の改組

（変更内容） ・ 機能実態に合わせ、「事業企画本部」を「事業管理本部」と改称し、併せて「事業管理統括部」を「事業統括部」、
「総務統括部」を「管理統括部」と改称する。

（旧） （新）

－　記　－

技術本部

生産技術本部 設備技術部

車載設計統括部

生産技術本部 生産技術統括部

技術本部 車載設計統括部

設計管理部

営業本部 営業統括部 第１営業部

第２営業部

第３営業部

事業企画本部 事業管理統括部 事業統括部

総務統括部

事業管理本部

管理統括部

第４営業部

生産技術部

生産技術部

第５営業部

インド事業室

営業企画部

営業管理部

営業本部 第１営業統括部 第１営業部

第２営業部

第３営業部

第４営業部

第５営業部

営業管理部

第２営業統括部



取締役の管掌・担当変更

　大 川   信 新役職： 取締役 専務執行役員 事業管理本部長

現役職： 取締役 専務執行役員 事業企画本部長 兼 購買本部管掌

　鈴 木　淳 一 新役職： 取締役 常務執行役員 営業本部長

現役職： 取締役 常務執行役員 品質保証本部長

　中 村  　朗 新役職： 取締役 常務執行役員 製造本部長 兼 ディスプレイ事業担当

現役職： 取締役 常務執行役員 製造本部長 兼 製造統括部長 兼 ディスプレイ事業担当

　髙 野  昌 治 新役職： 取締役 常務執行役員 品質保証本部長

現役職： 取締役 常務執行役員 営業本部長

執行役員の昇任及び管掌変更

　佐 藤  守 人 新役職： 専務執行役員 

ものづくり管掌（ 製造本部・生産技術本部 ） 兼 生産技術本部長

現役職： 常務執行役員 生産技術本部長

執行役員の担当変更

　佐 藤  浩 一 新役職： 常務執行役員 技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 兼 設計管理担当

現役職： 常務執行役員 技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長

  清 水  義 昭 新役職： 執行役員 営業本部 第２営業統括部長

現役職： 執行役員 営業本部 営業統括部副統括部長 兼 第４営業部長

２．人事異動（４月１日付け）



発令日 本務 出向/兼務情報 氏名

新職 上席執行役員 営業本部 第1営業統括部長

旧職 上席執行役員 営業本部 営業統括部長

新職 執行役員 技術本部 車載設計統括部副統括部長 HUD技術部長

旧職 執行役員 技術本部 車載設計統括部副統括部長
HUD技術部長
HUD技術2ﾏﾈｼﾞｬｰ

新職 執行役員 営業本部 第1営業統括部副統括部長

旧職 執行役員 営業本部 営業統括部副統括部長 第3営業部長

新職 製造本部 製造統括部長

旧職 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ事業部 副事業部長 製造部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

新職 製造本部 製造統括部 第2製造部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

旧職 技術本部 車載設計統括部 JD技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

新職 生産技術本部 生産技術統括部部長

旧職 生産技術本部 生産技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

新職 生産技術本部 生産技術統括部 生産技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 生産技術2 ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

旧職 生産技術本部 設備技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

新職 技術本部 車載設計統括部 ｿﾌﾄｳｴｱ設計部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

旧職 技術本部 車載設計統括部 ｿﾌﾄｳｴｱ設計部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

新職 技術本部 車載設計統括部 ｿﾌﾄｳｴｱ設計部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ) ｿﾌﾄｳｴｱPF開発 ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

旧職 技術本部 車載設計統括部 ｿﾌﾄｳｴｱ設計部 ｿﾌﾄｳｴｱPF開発 ﾏﾈｼﾞｬｰ

新職 技術本部 車載設計統括部 外装設計部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

旧職 技術本部 車載設計統括部 外装設計部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

新職 技術本部 車載設計統括部 HUD技術部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ) HUD技術1 ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

旧職 技術本部 車載設計統括部 HUD技術部 HUD技術1 ﾏﾈｼﾞｬｰ

新職 技術本部 車載設計統括部 技術開発部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

旧職 技術本部 車載設計統括部 技術開発部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ) 技術開発3 ﾏﾈｼﾞｬｰ兼務

新職 技術本部 車載設計統括部 JD技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

旧職 技術本部 車載設計統括部 外装設計部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日 早川 勉

4月1日 浅井 智

4月1日

4月1日 小和田 衛

4月1日 東 政利

4月1日 大崎 裕二

茅野 徹4月1日

藤井　克昌

栗原 一真

金子 豊

4月1日

4月1日

4月1日

4月1日 霜鳥 裕

4月1日 丹野 秀昭

板垣 学

山谷 修一

4月1日



発令日 本務 出向/兼務情報 氏名

新職 技術本部 車載設計統括部 東京ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

旧職 技術本部 車載設計統括部 ｿﾌﾄｳｴｱ設計部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

新職 技術本部 車載設計統括部 開発部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行) 開発2 ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

旧職 技術本部 車載設計統括部 開発部 開発2 ﾏﾈｼﾞｬｰ

新職 技術本部 設計管理部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 設計管理 ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

旧職 技術本部 車載設計統括部 技術開発部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

新職 営業本部 第1営業統括部 第3営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

旧職 営業本部 営業統括部 第3営業部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

新職 営業本部 第2営業統括部 第4営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

旧職 営業本部 営業統括部 第4営業部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行) 東京営業所 ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

新職 営業本部 営業管理部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

旧職 営業本部 営業統括部 営業企画部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

新職 営業本部 営業管理部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

旧職 営業本部 営業統括部 ｲﾝﾄﾞ事業室 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ ｲﾝﾄﾞ事業推進 ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

新職 民生事業部 民生営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ
民生営業1 ﾏﾈｼﾞｬｰ兼務
事業推進 ﾏﾈｼﾞｬｰ兼務

旧職 事業企画本部 総務統括部 人事・総務部 海外出向 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ Nippon Seiki Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. 出向

新職 事業管理本部 管理統括部 人事・総務部 海外出向 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 香港日本精機有限公司 出向

旧職 民生事業部 民生営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ
民生営業1 ﾏﾈｼﾞｬｰ兼務
事業推進 ﾏﾈｼﾞｬｰ兼務

新職 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ事業部 副事業部長 技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

旧職 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ事業部 技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

新職 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ事業部 製造部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

旧職 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ事業部 製造部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

新職 事業管理本部 事業統括部 事業企画部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

旧職 事業企画本部 事業管理統括部 事業企画部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

以　上

4月1日

斉藤 康雄

渡辺 芳樹

長谷川 一則

河原 進作

永井 重宏

4月1日

4月1日

4月1日

4月1日 野口 正紀

4月1日

4月1日

4月1日

井田 義昭

4月1日 栃原 章

4月1日 白石 洋太郎

4月1日

4月1日

大塚 益夫

鳥越 雅司

永井 亮


