
平成２８年３月３０日
株式会社ジェイテクト

(ｺｰﾄﾞ番号６４７３)

　株式会社ジェイテクトは、４月１日付で下記のとおり、人事異動を実施いたしますのでお知らせいたします。

《人事異動》
■発令日：４月１日

１．基幹職Ｒ０異動
新職 旧職 継続職 氏名

 [軸受事業本部]

▽ニードル事業開発部長 （軸受事業本部BRニードル事業推進部長）  筒井　高志

▽国分工場長 兼 亀山工場長  島浦　晃一

 [工作機械・メカトロ事業本部]

▽IoE推進室長 兼 メカトロ制御技術部長  青能　敏雄

 [出向]

▽豊ハイテック株式会社 （財務･IT機能情報システム部長）  宮下　正昭

２．基幹職Ｒ１異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽業務改革推進室長 （BR業務改革推進室長）  久米　素弘

▽新規事業企画室長 （研究開発本部研究企画部長）  竹内　真司

 [財務・IT機能]

▽情報システム部長 （財務･IT機能情報システム部副部長）  佐原　耕

 [営業本部]

▽中日本支社副支社長 兼 第2営業部長 （ジェイテクトオートモーティブメキシコ出向）  新井　正人

▽豊田支社長 兼 第1営業部長
（営業本部営業統括部第1統括室長
　兼 営業統括部主幹）

 津田　壽成

 [ステアリング事業本部]

▽PM室長 兼 駆動事業本部PM室長 （営業本部豊田支社副支社長 兼 第1営業部長）  松田　浩一

▽事業統括部長 兼 駆動事業本部事業統括部長 （自動車部品事業本部事業統括部長）  坂上　文子

▽原価管理部長
（自動車部品事業本部原価管理部原価企画室長
　兼 PM室主幹）

 清水　規央

▽試作部長 兼 駆動事業本部試作部長 （自動車部品事業本部試作部長）  植田　博二

▽電子システム企画部長 （自動車部品事業本部システム開発部長）  賀治　宏亮
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▽電子技術部長 （自動車部品事業本部第2実験解析部長）  中谷　宣雄

▽第2実験解析部長 （ジェイテクトヨーロッパ出向）  及川　修一

▽第1ステアリングシステム技術部長
（自動車部品事業本部第1ステアリングシステム
　技術部長）

 中村　泰啓

▽第2ステアリングシステム技術部長
（自動車部品事業本部第2ステアリングシステム
　技術部長）

 村田　正博

▽中部テクニカルセンター長 （自動車部品事業本部中部テクニカルセンター長）  成瀬　光則

▽東部テクニカルセンター長
　兼 軸受事業本部東部テクニカルセンター長

（自動車部品事業本部東部テクニカルセンター長）  網干　浩光

▽奈良工場長 （自動車部品事業本部奈良工場長）  川野　昭彦

▽花園工場長 兼 駆動事業本部花園工場長 （自動車部品事業本部花園工場長）  辰巳　善紀

▽豊橋工場長 （豫北光洋転向器有限公司出向）  石田　純

［駆動事業本部］

▽原価管理部長 （自動車部品事業本部原価管理部長）  高林　啓二

▽FC部品事業部長 （自動車部品事業本部FC部品事業部長）  酒井　直行

▽田戸岬工場長 （自動車部品事業本部田戸岬工場長）  松本　啓史

▽岡崎工場長 （ジェイテクトオートモーティブチェコ出向）  工藤　健太郎

▽岡崎工場製造技術部長 （自動車部品事業本部岡崎工場製造技術部長）  稲垣　信行

▽狭山工場長 （自動車部品事業本部狭山工場長）  轡田　洋一

［調達本部］

▽設備･資材調達部長 （調達本部設備･資材調達部主幹）  一ノ瀬　恵一

［生産管理本部］

▽生産管理部長 （生産管理本部生産管理部主幹）  小野　文義

 [出向]

▽ジェイテクトオートモーティブメキシコ出向 （人事･総務機能秘書室主幹）  富永　勇司

▽ダイベア株式会社出向 （軸受事業本部亀山工場長）  喜多　俊男

▽光洋サーモシステム株式会社出向 （軸受事業本部軸受ユニット技術部長）  奥村　剛史

▽コーヨー久永株式会社出向 （営業本部中日本支社副支社長 兼 第2営業部長）  宮下　和広
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３．基幹職Ｒ２異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽TQM推進室長 （TQM推進室主査）  藤井　宏之

 [人事・総務機能]

▽高等学園長 （高等学園副学園長）  熊谷　利美

 [研究開発本部]

▽研究企画部長 （研究開発本部研究企画部研究企画室長）  桑原　寛文

［ステアリング事業本部］

▽設計品質監査･改良室長
　兼 駆動事業本部設計品質監査･改良室長

（自動車部品事業本部技術企画部主査）  出山　剛史

▽技術企画部長 兼 駆動事業本部技術企画部長 （自動車部品事業本部技術企画部長）  宮崎　修

▽要素開発部長 （自動車部品事業本部要素開発部長）  青田　健一

▽ステアリングシステム開発部長 （自動車部品事業本部システム開発部第1開発室長）  山川　知也

▽第1実験解析部長 （自動車部品事業本部第1実験解析部長）  西村　克利

▽西部テクニカルセンター長 （自動車部品事業本部西部テクニカルセンター長）  喜多見　悦郎

▽奈良工場品質管理部長 （自動車部品事業本部奈良工場副工場長）  森本　知久

▽奈良工場工務部長 （自動車部品事業本部奈良工場工務部長）  宮崎　稔己

▽奈良工場製造技術部長 （自動車部品事業本部奈良工場製造技術部長）  中津　吉史

▽奈良工場第1製造部長 （ジェイテクトソナオートモーティブインド出向）  橋和田　義隆

▽奈良工場第2製造部長 （自動車部品事業本部奈良工場第2製造部長）  廣田　道孝

▽花園工場品質管理部長
　兼 駆動事業本部花園工場品質管理部長

（自動車部品事業本部花園工場品質管理部長）  朝日　泰史

▽花園工場工務部長
　兼 駆動事業本部花園工場工務部長

（自動車部品事業本部花園工場工務部長）  馬場　健司

▽花園工場製造技術部長
　兼 駆動事業本部花園工場製造技術部長

（自動車部品事業本部花園工場製造技術部長）  森田　和良

▽花園工場製造部長
　兼 駆動事業本部花園工場製造部長

（自動車部品事業本部花園工場製造部長）  住田　司郎

▽豊橋工場品質管理部長 （自動車部品事業本部豊橋工場品質管理部長）  木幡　林太郎

▽豊橋工場工務部長 （自動車部品事業本部豊橋工場工務部長）  松野　正明

▽豊橋工場製造技術部長 （ジェイテクトインドネシア出向）  馬越　克幸

▽豊橋工場製造部長 （自動車部品事業本部豊橋工場製造部長）  大山　康男

3 ページ



［駆動事業本部］

▽駆動システム開発部長 （自動車部品事業本部第1電子技術部長）  髙橋　博之

▽実験解析部長 （自動車部品事業本部第3実験解析部長）  齋藤　秀幸

▽第1駆動技術部長
（自動車部品事業本部中部テクニカルセンター
　第1設計室長）

 堀内　朝晴

▽第2駆動技術部長 （自動車部品事業本部第2駆動技術部長）  宮崎　旭史

▽油圧システム技術部長
（自動車部品事業本部油圧システム技術部
　油圧ポンプ技術室長）

 今西　孝

▽田戸岬工場品質管理部長 （自動車部品事業本部田戸岬工場品質管理部長）  桂川　哲夫

▽田戸岬工場工務部長 （自動車部品事業本部田戸岬工場工務部長）  間瀬　雅彦

▽田戸岬工場製造技術部長 （自動車部品事業本部田戸岬工場製造技術部長）  森　茂雄

▽田戸岬工場製造部長 （自動車部品事業本部田戸岬工場製造部長）  松本　吉央

▽岡崎工場品質管理部長 （ジェイテクトオートモーティブテネシー出向）  野澤　昌弘

▽岡崎工場工務部長 （自動車部品事業本部岡崎工場工務部長）  佐々木　正博

▽岡崎工場製造部長 （自動車部品事業本部岡崎工場製造部長）  岩崎　正彦

▽岡崎工場鋳造部長 （自動車部品事業本部岡崎工場鋳造部長）  丹羽　正治

▽狭山工場工務部長 （自動車部品事業本部狭山工場工務部長）  吉川　浩史

▽狭山工場製造部長 （自動車部品事業本部狭山工場製造部長）  市來　四郎

［軸受事業本部］

▽設計品質監査･改良室長 （軸受事業本部設計品質監査室長）  白木　利彦

▽中部テクニカルセンター長 （軸受事業本部東部テクニカルセンター副センター長）  重　義文

［工作機械・メカトロ事業本部］

▽設計品質監査･改良室長
　兼 刈谷工場品質管理部長

（工作機械･メカトロ事業本部設計品質監査室長）  西尾　臣司

問い合わせ先 ： 広報部　TEL.052-527-1915

以　　上
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