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NEWS RELEASE  

２０１６年６月２１日 

 

組織変更および人事異動について 
 

株式会社デンソー（本社：愛知県刈谷市、社長：有馬 浩二）は、以下のとおり組織変更および人事異動

を実施します。 

 

Ⅰ． 組織変更 

 ７月１日付けで以下の組織変更を実施します。 

１．電子基盤技術統括部の全社組織化 

電子システムの標準プラットフォーム構築を全社視点で加速・推進するため、電子基盤技術統括部を電

子事業グループ付から全社付とする。 

２．経営企画部、グローバル事業企画部の再編 

（１）全社課題への迅速な戦略立案・実行のために、グローバル戦略室を全社付に新設する。 

（２）コーポレートセンター内での連携強化を狙い、経営企画部を全社付からコーポレートセンター付とす

る。 

（３）関連性の強い機能の統合によるシナジー創出を狙い、グローバル事業企画部の海外事業企画機

能を経営企画部に、販売企画機能をグローバル営業企画部にそれぞれ統合する。 

３．スマートモータ革新部の新設 

電動化の加速、自動運転・ADASの本格実用化など事業環境が変化していくモーター事業での競争力

強化を狙い、スマートモータ革新部を技術開発センター付に新設する。 

４．電機製造部の統合 

電動化の普及に向け、各部門での活動をさらに連携強化すべく、電機製造１部・２部とパワトレイン工機

部の電機試作機能を統合し、電機製造部とする。 

５．非自動車部門の統合 

一元化によるマネジメント強化を狙い、非自動車部門（新事業推進室、新事業ソリューション営業室、情

報ソリューション事業室、農業支援事業室、ヘルスケア事業室、コールドチェーン事業室、マイクログリッ

ド事業室、空調冷熱技術２部）を統合し、アフターマーケット・フリート・新事業グループ付に新事業推進

部を新設する。 

 

II．人事異動 

１．６月２１日付 グローバルマネジメント職１級の異動   １名 

２．７月１日付 グローバルマネジメント職１級の異動        ３９名 

 

人事異動の詳細については、添付資料をご参照ください。 

以 上 

 

◇本件に関するお問い合わせ先 

株式会社デンソー 広報部本社  吉田、松田、岩田      ℡０５６６－２５－５５９３、５５９４ 
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１．６月２１日付グローバルマネジメント職１級の異動 

氏 名 新役職 旧役職 

林 誠 トヨタ部長 トヨタ部副部長 

計１名 

２．７月１日付グローバルマネジメント職１級の異動 

氏 名 新役職 旧役職 

杉浦 正則 グローバル戦略室長 経営企画部 経営戦略室長 

桜井 靖久 グローバル戦略室 担当部長 トヨタ部 第６営業室長 

上坂 広人 ＡＤＡＳ推進部 事業推進室 担当部長 デンソー・オートモーティブ・ドイツ 出向 

岩井 一浩 コーポレートセンター 秘書室長 電機事業部 電機企画室長 

鈴木 裕史 経営企画部 海外事業推進室長 グローバル事業企画部 担当部長 

鈴木 万治 技術開発センター ＤＰ-ＥＤＡ改革室長 基盤技術開発部 ＤＥ技術開発室長 

兼 技術開発センターＤＰ-ＥＤＡ改革室長 

河内 秀臣 技術企画部 第２技術企画室  

環境技術企画課 担当部長 

ＡＤＡＳ推進部 事業推進室 技術企画課 

担当部長 

鎌田 忠 技術企画部 第２技術企画室  

環境技術企画課 担当部長 

先端研究部 社会科学研究室長 

 

加藤 洋一 グローバル営業企画部 副部長 広島支店 第２営業室長 

黒坂 隆 大阪支店長 大阪支店 第１営業室長 

加藤 之弘 ガソリン噴射事業部  

ガソリン製造改革プロジェクト室長 

サイアム・デンソー・マニュファクチュアリング 

出向 

田畑 太郎 ガソリン噴射品質保証部長 ガソリンシステム技術部 第１技術室長 

大畑 耕一 ガソリン噴射技術２部 担当部長 ガソリン噴射品質保証部長 

仲 美雄 電機製造部長 電機製造２部長 兼 電機製造１部長 

近藤 浩 電子事業部 副事業部長 電子技術１部長 

大沢 敬一 電子技術１部長 電子技術３部長 

井上 信幸 電子製造部 担当部長 デンソー・マレーシア 出向 

荒川 智之 アフターマーケット・フリート・新事業グループ  

アフターマーケット・フリート・ 

新事業経営企画室長 兼 新事業推進部長 

デンソー・メキシコ 出向 

山下 浩克 アフターマーケット事業部  

アフターマーケット事業企画室長 

アフターマーケット・フリート・新事業グループ 

アフターマーケット・空調冷熱事業企画室  

担当部長 

平 輝彦 新事業推進部 担当部長 空調冷熱技術２部長 

吉川 政博 新事業推進部 担当部長 アフターマーケット・フリート・新事業グループ 

アフターマーケット・空調冷熱事業企画室長 

池田 晴彦 新事業推進部 担当部長 空調冷熱事業部 担当部長 

亀野 広之 新事業推進部 ヘルスケア事業室  

担当部長 

大阪支店長 
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石川 邦宏 （株）ＮＴＴデータＭＳＥ 出向 情報通信基盤開発部  

ＨＭＩ－ＰＦ開発室長 

小川 修一 （株）ＮＴＴデータＭＳＥ 出向 情報通信基盤開発部 ＨＭＩ－ＰＦ開発室 

担当部長 

浅若 正識 デンソー企業年金基金 出向 デンソー健康保険組合 出向 

兼 デンソー企業年金基金 出向 

齋藤 隆夫 デンソー健康保険組合 出向 コーポレートセンター 秘書室長 

平子 佳和 （株）デンソーセールス 出向 三共ラヂエーター（株） 出向 

小野 孝幸 ルネサスエレクトロニクス（株） 出向 電子基盤システム開発部 

セーフティ・セキュリティ技術開発室 担当部長 

中溝 真一 デンソー・メキシコ 出向 試作部長  

後藤 正博 デンソー・オートモーティブ・ドイツ 出向 電子基盤システム開発部 担当部長 

藤井 敬之 デンソー・インターナショナル・アジア(タイ)  

出向 

兼 デンソー・タイランド 出向 

兼 デンソー・ツール＆ダイ・タイランド 出向 

デンソー・タイランド 出向 

北川 秀彦 デンソー・インターナショナル・アジア(タイ)  

出向 

デンソー・セールス・インドネシア 出向 

亀苔 武之 デンソー・インドネシア 出向 走行安全製造部長 

永田 貴嗣 デンソー・インターナショナル・インド 出向 デンソー・セールス・ベルギー 出向 

村田 琢哉 デンソー・コリア・オートモーティブ 出向 機能品製造部 担当部長  

荒谷 育三 電装(中国)投資 出向 グローバル事業企画部長 

原 吾朗 電装(中国)投資 出向 グローバル営業企画部 副部長 

竹内 慎太郎 広州電装 出向 ダントツ工場推進部 担当部長 

計３９名 

以 上 


