住友電装株式会社
２０１７年３月１日
【組織変更】
企画統轄部を企画本部に昇格
企画統轄部海外業務部、特品業務企画部、グローバル業務企画部をそれぞれ、企画本部海外業務企画部、ハーネス第３業務企画部、ハーネス第４業務企画部に改称
企画統轄部ハーネス業務企画部を、企画本部ハーネス第１業務企画部、ハーネス第２業務企画部に分割
西部事業本部原価企画部、東部事業本部原価企画部、特品事業本部原価企画部を企画本部に移管しそれぞれ、
企画本部ハーネス第１原価企画部、ハーネス第２原価企画部、ハーネス第３原価企画部とする
プロジェクトＨＣを廃止
特品事業本部第１事業部開発技術統轄部第１開発設計部、第２開発設計部、第３開発設計部を再編し、
特品事業本部第１事業部開発技術統轄部第１開発設計部、第２開発設計部、第３開発設計部、第４開発設計部とする
特品事業本部第２事業部開発技術部を、特品事業本部第２事業部第１開発技術部、第２開発技術部に分割
電子事業本部システム開発室を、電子事業本部パワーユニット事業部に編入し、電子事業本部パワーユニット事業部ユニット開発部とする
電子事業本部品質保証統轄部、電子事業本部生産技術統轄部を廃止し、電子事業本部品質保証統轄部品質管理部、電子事業本部生産技術統轄部生産技術開発室を
電子事業本部に編入しそれぞれ、電子事業本部品質管理部、電子事業本部生産技術開発部とする
電子事業本部品質保証統轄部第１品質保証部、第２品質保証部、第３品質保証部を再編し、電子事業本部パワーユニット事業部パワーユニット品質保証部、
電子事業本部エレクトロニクス事業部エレクトロニクス品質保証部とする
電子事業本部品質保証統轄部ＳＱＡ部を、電子事業本部エレクトロニクス事業部に編入し、電子事業本部エレクトロニクス事業部ＳＱＡ部とする
電子事業本部生産技術統轄部第１生産技術部、第２生産技術部、第３生産技術部を再編し、電子事業本部パワーユニット事業部パワーユニット生産技術部、
電子事業本部エレクトロニクス事業部エレクトロニクス生産技術部とする
電子事業本部ＥＳ設計統轄部、第１ＥＳ設計部、第２ＥＳ設計部、第３ＥＳ設計部、第４Ｅ設計部、長崎ソフトセンターを再編し、
電子事業本部エレクトロニクス事業部ＥＳ基盤技術部、第１ＥＳ設計部、第２ＥＳ設計部、第３ＥＳ設計部、第４ＥＳ設計部、システム評価部、長崎ソフトセンターとする
電子事業本部パワーユニット事業部西部ユニット設計部、東部ユニット設計部を、第１ユニット設計部、第２ユニット設計部に改称
電子事業本部パワーエレクトロニクス事業部を廃止
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電子事業本部パワーエレクトロニクス事業部第１設計部、第２設計部、第３設計部、第４設計部を再編し、
電子事業本部パワーユニット事業部第３ユニット設計部、第４ユニット設計部、第５ユニット設計部、電子事業本部エレクトロニクス事業部第５システム設計部とする
電子事業本部エレクトロニクス事業部制御システム設計部、電子第１設計部、電子第２設計部、電子第３設計部、電子第４設計部を再編し、
電子事業本部エレクトロニクス事業部第１システム設計部、第２システム設計部、第３システム設計部、第４システム設計部、無線システム設計部とする
【人事異動】
発令日：２０１７年３月１６日
新

職

旧

職

▽兼 ＩＴ統轄部システム技術部長

継

続

職

ＩＴ統轄部次長

氏

名

小林 秀樹

兼 ＩＴ統轄部システム企画部長
発令日：２０１７年４月１日
新

職

旧

職

▽企画本部長
▽企画本部副本部長

（企画統轄部長

企画本部経理部長

企画統轄部経理部長

企画本部インド事業推進室長

企画統轄部インド事業推進室長）

▽企画本部副本部長
兼 企画本部経営企画部長

（企画統轄部経営企画部長

継

続

職

氏

取締役 専務執行役員

東 秀和

執行役員

香川 景一

山下 裕司

兼 企画統轄部ハーネス業務企画部長）

兼 企画本部ハーネス第１業務企画部長
▽企画本部海外業務企画部長

（企画統轄部海外業務部長）

青山 俊哉

▽企画本部ハーネス第１原価企画部長

（西部事業本部原価企画部長）

茶谷 明憲

▽企画本部ハーネス第２業務企画部長

（東部事業本部原価企画部長

戸田 一成

兼 企画本部ハーネス第４業務企画部長

兼 企画統轄部グローバル業務企画部長）

▽企画本部ハーネス第２原価企画部長

（東部事業本部原価企画部次長）

谷口 和儀

▽企画本部ハーネス第３業務企画部長

（企画統轄部特品業務企画部長）

片岡 和俊
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名

▽企画本部電線業務企画部長

（企画統轄部電線業務企画部長）

東野 富雄

▽企画本部部品業務企画部長

（企画統轄部部品業務企画部長）

有村 敏晴

▽企画本部部品原価企画部長

（企画統轄部部品原価企画部長）

兼 調達統轄部第３部品調達部長 星野 譲司

▽企画本部電子業務企画部長

（企画統轄部ハーネス業務企画部次長）

稲川 稔

兼 企画本部電子原価企画部長
▽兼 企画本部ハーネス第３原価企画部長

（兼 特品事業本部原価企画部長）

▽西部事業本部第１事業部新規事業推進室長

（西部事業本部第１事業部新規事業推進室主幹）

前田 義博

▽特品事業本部第１事業部開発技術統轄部

（特品事業本部第１事業部開発技術統轄部

渥美 泰

第１開発設計部長
▽特品事業本部第１事業部開発技術統轄部
第３開発設計部長
▽特品事業本部第１事業部開発技術統轄部
第４開発設計部長

特品事業本部第１事業部次長 杉山 政司

第１開発設計部設計１１グループ長）
（特品事業本部第１事業部開発技術統轄部

平松 正重

第１開発設計部長）
（特品事業本部第１事業部開発技術統轄部

松尾 義之

第３開発設計部長）

▽特品事業本部第２事業部次長

（特品事業本部第２事業部開発技術部長）

谷川 文祥

▽特品事業本部第２事業部第１開発技術部長

（特品事業本部第２事業部開発技術部主幹）

宮崎 正

▽特品事業本部第２事業部第２開発技術部長

（特品事業本部第２事業部開発技術部主幹）

永島 信由

▽部品事業本部副本部長

（プロジェクトＨＣシニアプロジェクトマネージャー

島田 干城

兼 企画本部副本部長
▽電子事業本部技師長
兼 電子事業本部エレクトロニクス事業部ＥＳ基盤技術部長

▽電子事業本部生産技術開発部長
兼 電子事業本部品質管理部長

兼 企画統轄部次長）
（電子事業本部ＥＳ設計統轄部長

吉井 正明

兼 電子事業本部ＥＳ設計統轄部長崎ソフトセンター長）
（電子事業本部品質保証統轄部長

岡 義人

兼 電子事業本部品質保証統轄部第１品質保証部長）

▽電子事業本部パワーユニット事業部長

（電子事業本部生産技術統轄部長）

西村 章

▽電子事業本部パワーユニット事業部第１ユニット設計部長

（電子事業本部パワーユニット事業部西部ユニット設計部長）

斉藤 友紀貴

▽電子事業本部パワーユニット事業部第２ユニット設計部長

（電子事業本部パワーユニット事業部東部ユニット設計部長）

伊藤 裕和
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▽電子事業本部パワーユニット事業部第３ユニット設計部長

（電子事業本部パワーエレクトロニクス事業部第１設計部長）

中西 守

▽電子事業本部パワーユニット事業部第４ユニット設計部長

（電子事業本部パワーエレクトロニクス事業部第３設計部長）

竹村 満夫

▽電子事業本部パワーユニット事業部第５ユニット設計部長

（電子事業本部パワーエレクトロニクス事業部第４設計部長）

金 京佑

▽電子事業本部パワーユニット事業部ユニット開発部長

（電子事業本部システム開発室長）

松岡 英夫

▽電子事業本部パワーユニット事業部パワーユニット品質保証部長

（電子事業本部品質保証統轄部第２品質保証部長）

久保 善一

▽電子事業本部パワーユニット事業部パワーユニット生産技術部長

（電子事業本部生産技術統轄部第１生産技術部長）

長谷川 早人

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部長

（電子事業本部エレクトロニクス事業部次長）

夏目 晃宏

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部次長

（電子事業本部エレクトロニクス事業部

加櫓 武

兼 電子事業本部エレクトロニクス事業部第１ＥＳ設計部長

制御システム設計部長）

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部第１システム設計部長 （電子事業本部エレクトロニクス事業部電子第１設計部長）

井本 政善

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部第２システム設計部長 （電子事業本部エレクトロニクス事業部電子第２設計部長）

太田 雅也

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部第３システム設計部長 （電子事業本部エレクトロニクス事業部電子第３設計部長）

伊藤 友一

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部第４システム設計部長 （電子事業本部エレクトロニクス事業部電子第４設計部長）

三島 智之

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部第５システム設計部長 （電子事業本部パワーエレクトロニクス事業部第２設計部長）

別所 輝隆

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部無線システム設計部長 （電子事業本部エレクトロニクス事業部電子第２設計部次長）

正岡 広明

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部ＳＱＡ部長

（電子事業本部品質保証統轄部ＳＱＡ部長）

松本 達治

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部第２ＥＳ設計部長

（電子事業本部ＥＳ設計統轄部第２ＥＳ設計部長）

中島 芳夫

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部第３ＥＳ設計部長

（電子事業本部ＥＳ設計統轄部第３ＥＳ設計部長）

松崎 伸一

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部第４ＥＳ設計部長

（電子事業本部ＥＳ設計統轄部第１ＥＳ設計部長）

三村 竜仁

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部システム評価部長

（電子事業本部ＥＳ設計統轄部第４ＥＳ設計部長）

出川 裕久

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部エレクトロニクス品質保証部長

（電子事業本部品質保証統轄部第３品質保証部長）

鈴木 昌幸

▽電子事業本部エレクトロニクス事業部エレクトロニクス生産技術部長

（電子事業本部生産技術統轄部第３生産技術部長）

野田 治男

兼 電子事業本部エレクトロニクス事業部長崎ソフトセンター長
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三重県四日市市浜田町５番２８号
住友電装株式会社
人事部長

下田 典史

ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

川井 満雄

担当

長谷川 龍太

ＴＥＬ

059-354-6205
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