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News Release 

報道関係者各位 
平成 28 年 3 月 23 日 

機 構 改 革 
 

【平成 28 年 4 月 1 日付】 

1. 産業機械事業本部の技術部門を再編 

内容： 「産業機械技術部」と「建機・鉄道技術部」、「工作機・航空宇宙技術部」、 

「CMS 技術部」を再編し、「産業機械技術部」および「ロボット技術部」、 

「鉄道技術部」、「航空宇宙技術部」、「CMS 技術部」、「製品設計部」を新設 

「新エネルギー技術部」を、「大型風力発電技術部」に改称 

2. 電動モジュール商品事業部の新設 

内容： 電動モジュール商品を早期に事業として確立し、次世代を担う事業へと育成する

ため、「電動モジュール商品事業部」を新設し、事業部内に「事業推進部」および

「磐田工場」を新設 

3. 自然エネルギー商品事業部の新設 

内容： 自然エネルギー商品を早期に事業として確立し、次世代を担う事業へと育成する

ため、「自然エネルギー商品事業部」を新設し、事業部内に「事業推進部」および

「技術部」を新設 

 



    NTN 株式会社 
〒550-0003 大阪市西区京町堀 1 丁目 3 番 17 号 

TEL: 06(6443)5001 

http://www.ntn.co.jp 

2/6 

News Release 

人 事 異 動（役員人事） 

【平成 28 年 4 月 1 日付】 

新職 旧職 氏 名 

代表取締役副社長 

▽自然エネルギー商品事業部担当 

▽（兼）人事部門管掌 

（兼）ドライブシャフト事業 

強化プロジェクト統括責任者 

代表取締役副社長 

人事部門担当 

調達・物流部門管掌 

生産部門管掌 

（兼）ドライブシャフト事業 

強化プロジェクト統括責任者 

井上 博徳 

常務取締役 

研究･技術部門担当 

▽（兼）品質管理部管掌 

（兼）米州地区担当 

常務取締役 

研究･技術部門担当 

（兼）米州地区担当 

（兼）複合材料商品事業部担当 

（兼）品質管理部門管掌 

寺阪 至徳 

常務取締役 

財務本部本部長 

▽（兼）総務・環境管理部担当 

 (兼) ＣＳＲ(社会的責任)推進本部管掌 

常務取締役 

財務本部本部長 

（兼）総務・環境部門担当 

 (兼) CSR(社会的責任)推進本部管掌 

大橋 啓二 

常務取締役 

自動車事業本部 本部長 

（兼）欧州・アフリカ州各地区担当 

▽（兼）電動モジュール商品事業部担当 

▽（兼）ＥＶモジュール事業部管掌 

常務取締役 

自動車事業本部 本部長 

（兼）欧州・アフリカ州各地区担当 

（兼）ＥＶモジュール事業本部管掌 

宮澤 秀彰 

取締役 

▽人事部門担当 

▽（兼）原価企画部担当 

（兼）中国地区担当 

取締役 

調達・物流・原価部門担当 

（兼）中国地区担当 

後藤 逸司 

 取締役 

 生産部門担当 

▽（兼）調達・物流部担当 

（兼）アセアン・大洋州、 

インド・西アジア各地区担当 

取締役 

生産部門担当 

（兼）アセアン・大洋州、 

インド・西アジア各地区担当 

辻 秀文 

取締役 

▽品質管理部担当 

▽（兼）ＥＶモジュール事業部長 

（兼）自動車事業本部 副本部長 

取締役 

自動車事業本部 副本部長 

（兼）ＥＶモジュール事業本部 本部長 

（兼）品質管理部門担当 

梅本 武彦 

▽は、新職を表しています。 
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新職 旧職 氏 名 

取締役 

産業機械事業本部 本部長 

▽（兼）複合材料商品事業部担当 

取締役 

産業機械事業本部 本部長 
川島 一貴 

常務執行役員 

新商品戦略本部 本部長 

（兼）研究･技術部門担当 

（兼）複合材料商品事業部担当 

▽（兼）自然エネルギー商品事業部担当 

常務執行役員 

新商品戦略本部 本部長 

（兼）研究･技術部門担当 

（兼）複合材料商品事業部担当 

森 夏比古 

常務執行役員 

▽電動モジュール商品事業部長 

（兼）自動車事業本部 副本部長 

▽（兼）ＥＶモジュール事業部副事業部長 

常務執行役員 

自動車事業本部 副本部長 

（兼）ＥＶモジュール事業本部  

副本部長 

亀高 晃司 

執行役員 

アフターマーケット事業本部 本部長 

▽（兼）産業機械事業本部 副本部長 

執行役員 

アフターマーケット事業本部 本部長 
中溝 栄一 

執行役員 

▽自然エネルギー商品事業部長 

執行役員 

新商品戦略本部 副本部長 
石川 浩二 

執行役員 

人事部長 

▽（兼）総務・環境管理部担当 

▽（兼）グローバル人材育成部担当 

執行役員 

人事部長 

（兼）総務・環境、 

グローバル人材育成部門担当 

野々 健二 

▽執行役員 

自動車事業本部 副本部長 

▽(兼)事業企画部長 

自動車事業本部 副本部長 渡邉 郁雄 

▽執行役員 

▽アフターマーケット事業本部 副本部長 

（兼）シンガポールＮＴＮ販売㈱取締役 

シンガポールＮＴＮ販売㈱取締役 西口 雅之 

▽は、新職を表しています。 

【平成 28 年 3 月 31 日付】 
 退任執行役員 
  常務執行役員 近藤 哲也（顧問へ就任予定） 

【平成 28 年 6 月 24 日予定】 
 役付取締役の変更 
  常務取締役    後藤 逸司（旧役付：取締役） 
 新任取締役 
  取締役（社外） 津田 登 （現役職：株式会社三菱ケミカルホールディングス 顧問） 
 退任取締役 
  取締役（社外） 川端 壽二 
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【平成 28 年 4 月 1 日付】 

新職 旧職 氏 名 

▽欧州・アフリカ州地区総支配人室 

副総支配人(兼) 

▽ＮＴＮ-ＳＮＲ ＲＯＵＬＥＭＥＮＴＳ  

副社長 

産業機械事業本部 

桑名製作所 大型工場長 
東 浩昭 

▽経営戦略本部 広報・ＩＲ部長 ＣＳＲ(社会的責任)本部 ＣＳＲ部長 持田陽一郎 

▽ＣＳＲ(社会的責任)本部 ＣＳＲ部長 ＣＳＲ(社会的責任)本部 ＣＳＲ部 黒田 康之 

▽原価企画部長 調達・物流・原価企画部 吉國 隆幸 

▽調達・物流部長 

(兼)公正取引推進責任者 

調達・物流・原価企画部長 

(兼)公正取引推進責任者 
邉田 好則 

生産技術研究所長 

(兼)▽生産技術開発部長 

(兼)設備開発部長 

生産技術研究所長(兼) 

設備開発部長 
谷尾 雅之 

アフターマーケット事業本部  

副本部長 

(兼)▽事業企画部長 

(兼)▽自動車アフターマーケット部長 

アフターマーケット事業本部 

副本部長 
橘 宏明 

▽産業機械事業本部 生産企画管理部長 ㈱ＮＴＮ三重製作所 石川 俊夫 

▽産業機械事業本部 ロボット技術部長 産業機械事業本部  産業機械技術部 大胡 誠 

▽産業機械事業本部 鉄道技術部長 産業機械技術部 建機・鉄道技術部長 片岡 雅彦 

▽産業機械事業本部 航空宇宙技術部長 産業機械事業本部  産業機械技術部 横山 和秀 

▽産業機械事業本部  

大型風力発電技術部長 

産業機械事業本部   

新エネルギー技術部長 
鳥澤 秀斗 

▽産業機械事業本部 製品設計部長 産業機械事業本部  事業企画部 紅林 博行 

▽産業機械事業本部 桑名製作所 

大型工場長 
恩梯恩（中国）投資有限公司 花井 正樹 
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▽産業機械事業本部 桑名製作所 

熱処理工場長 

産業機械事業本部 桑名製作所 

熱処理工場 
漆戸 一博 

▽産業機械事業本部 桑名製作所 

鋼球工場長 

産業機械事業本部 桑名製作所 

品質保証部 
村松 勝利 

▽産業機械事業本部 桑名製作所 

いなべ工場長 
産業機械事業本部 桑名製作所 伊藤 勝司 

▽産業機械事業本部 長野製作所 

もの造りセンター長 
㈱ＮＴＮ上伊那製作所 山岡 勉 

▽産業機械事業本部 長野製作所 

管理部長 

産業機械事業本部 長野製作所  

管理部 
髙橋 克典 

▽自動車事業本部 磐田製作所  

もの造りセンター長 

ＥＶモジュール事業本部   

磐田工場長 
豊田 進 

▽自動車事業本部 磐田製作所 

ニードルベアリング工場長 

自動車事業本部 岡山製作所  

テーパーベアリング工場長 
戸塚 新司 

▽自動車事業本部 岡山製作所 

テーパーベアリング工場長 

自動車事業本部 岡山製作所 

品質保証部 
中島 忠男 

▽自動車事業本部 岡山製作所 

アクスルユニット工場長 
上海恩梯恩精密機電有限公司 勝田 郁 

▽ＥＶモジュール事業部 副事業部長 

 (兼)シャシーシステム技術部長 

(兼)制御システム技術部長 

ＥＶモジュール事業本部 副本部長 

(兼)シャシーシステム技術部長 

(兼)制御システム技術部長 

鈴木 伸幸 

▽ＥＶモジュール事業部   

事業推進部長 

ＥＶモジュール事業本部  

事業推進部長 
土橋 浩幸 

▽ＥＶモジュール事業部   

駆動システム技術部長 

ＥＶモジュール事業本部   

駆動システム技術部長 
牧野 智昭 

▽複合材料商品事業部 事業企画部長 ＮＴＮアドバンストマテリアルズ㈱ 古森 功 

▽電動モジュール商品事業部  

副事業部長 

(兼)自動車事業本部付部長 

自動車事業本部付部長 松任 卓志 

▽電動モジュール商品事業部  

事業推進部長 
自動車事業本部  事業企画部長 中野 賀泰 

▽電動モジュール商品事業部 磐田工場長 ＥＶモジュール事業本部 磐田工場 小嶋 玉喜 

▽自然エネルギー商品事業部 技術部長 産業機械事業本部  産業機械技術部 勝又 龍介 



    NTN 株式会社 
〒550-0003 大阪市西区京町堀 1 丁目 3 番 17 号 

TEL: 06(6443)5001 

http://www.ntn.co.jp 

6/6 

News Release 

新職 旧職 氏 名 

▽㈱ＮＴＮ御前崎製作所 社長 
自動車事業本部 磐田製作所  

ニードルベアリング工場 
五十嵐弘行 

▽㈱ＮＴＮ赤磐製作所 社長 
産業機械事業本部 桑名製作所   

いなべ工場長 
安井 将祐 

▽㈱ＮＴＮ能登製作所 社長 
産業機械事業本部 桑名製作所  

熱処理工場長 
山﨑 貴史 

▽NTN Driveshaft Anderson Inc. 社長 生産戦略部付 橋本 真治 

▽NTN Driveshaft do Brasil 社長 生産戦略部付 川井 泰之 

▽NTA Precision Axle Corp. 社長 生産技術研究所  生産技術開発部長 大石 英樹 

 

▽は、新職を表しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


