
各　　位
２０１７年３月２１日
日本精機株式会社

事業企画部
シニアマネジャー

鳥越　雅司
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）
　計器事業の事業/収益責任明確化に向けた第一歩として、本部機能を再編するとともに、ＮEMS(※)ビジネスを事業の柱に
成長させるべく事業部統合を行い、経営資源を集約する。　（※NEMS=日本精機型EMS)

◇ 技術本部の再編

　既存事業の量産設計とグループ全体の要素技術開発、技術管理とに役割責任を明確化するため、「技術本部」を受注機種の
量産設計と機種、及び、車載事業全体の収益力の改善を営業本部と連携して推進する「計器設計本部」、グループ全体の要素
技術開発、技術資産管理を担う「技術本部」とに分割する。

（旧） （新）

◇ ものづくり本部の新設

　ものづくり競争力を支える生産技術とそれを実現する高見工場が一体となって、グループ全体のものづくりを牽引するため、
「製造本部」と「生産技術本部」を統合し、「ものづくり本部」を新設する。

（旧） （新）

◇ 品質保証本部の再編

　車載ユニットのシステム機能高度化への対応として、システム/ソフトの品質保証機能を技術本部から切り離し、品質保証本部に
「ソフトウェア品質保証部」を新設することにより、品質評価及び監査機能の客観性、独立性を担保する。

（旧） （新）
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◇ コンポーネント事業部の新設

　民生・ディスプレイ、それぞれの技術/顧客/商材の深堀りと組み合わせにより、新しい価値を提供する「NEMＳビジネス」の
事業化を推進するため、両事業部を統合し、「コンポーネント事業部」を新設する。
「コンポーネント事業部」は、新規の営業企画・事業企画を行う「コンポーネント事業推進部」、営業機能を担う「コンポーネント
営業部」、量産設計を行う「コンポーネント技術部」、ディスプレイ製品を製造する「ディスプレイ製造部」、ディスプレイ製品の設計
を行う「ディスプレイ技術部」の５部門により構成する。

（旧） （新）

◇ 事業企画本部の再編

　自動車販売事業の事業拡大、グループシナジー追求を目的として、「車販売事業推進部」を新設する。

（旧） （新）
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　取締役の昇任及び管掌・担当変更

　　佐 藤  守 人 新役職： 取締役 副社長執行役員

現役職： 取締役 専務執行役員 ものづくり管掌（ 製造本部・生産技術本部 ）

　　佐 藤  浩 一 新役職： 取締役 専務執行役員

営業本部・計器設計本部・技術本部・ものづくり本部管掌

地域担当：北中米

現役職： 取締役 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

　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 

品質保証本部・コンポーネント事業部・購買本部・事業管理本部管掌

地域担当：日本

現役職： 取締役 専務執行役員 事業管理本部長

　　鈴 木　淳 一 新役職： 取締役 常務執行役員 営業本部長

地域担当：アセアン

現役職： 取締役 常務執行役員 営業本部長

　　平 田  祐 二 新役職： 取締役 常務執行役員 ものづくり本部長 兼 生産統括部長

地域担当：中国/台湾

現役職： 取締役 常務執行役員 生産技術本部長 兼 生産技術統括部長 

兼 生産性改革推進部長

　執行役員の昇任及び担当変更

　　松 井  輝 幸 新役職： 常務執行役員 事業管理本部長

地域担当：南米/欧州/インド

現役職： 上席執行役員 N.S International, Ltd.社長 兼

Nissei Display Mexico, S.A. De C.V. 社長 兼 北米事業担当

２．人事異動（４月１日付）



　執行役員の担当変更

　　市 橋　利 晃 新役職： 常務執行役員 技術本部長 兼 技術管理統括部長

現役職： 常務執行役員 技術本部長 兼 知的財産担当

　　中 村   朗 新役職： 社長付 常務執行役員

現役職： 常務執行役員 製造本部長 兼 ディスプレイ事業担当

　  髙 野  昌 治 新役職： 社長付 常務執行役員

現役職： 常務執行役員 品質保証本部長

　  小 和 田　衛 新役職： 上席執行役員 N.S International, Ltd.社長 兼 

Nissei Display Mexico, S.A de C.V.社長

現役職： 上席執行役員 N.S International, Ltd.副社長

　  坂 詰　政 美 新役職： コンポーネント事業部長付 執行役員（製造担当）

現役職： 執行役員 ディスプレイ事業部長

　  増 間  勝 則 新役職： 執行役員 計器設計本部 計器管理統括部長 兼 収支管理部長

現役職： 執行役員 民生事業部長 兼 アセアン生産PJ．責任者

　  清 水  義 昭 新役職： 営業本部長付 執行役員

現役職： 執行役員 営業本部 第２営業統括部長

　  坂 井  智 浩 新役職： 執行役員 品質保証本部長

現役職： 執行役員 品質保証本部 第１品質保証部長

　  東　 政 利 新役職： 執行役員 計器設計本部長

現役職： 執行役員 技術本部 車載設計統括部副統括部長 兼 ＨＵＤ技術部長
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4月1日
新職 営業本部 第1営業統括部 第2営業部 副部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

坂井　貢

現職 営業本部 第1営業統括部 第3営業部 副部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ） 営業34ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

4月1日
新職 営業本部 第2営業統括部 統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

木村　智宙

現職 営業本部 第2営業統括部 副統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

4月1日
新職 営業本部 第2営業統括部 第5営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

島　治

現職 営業本部 第2営業統括部 第5営業部 大阪営業所 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 営業本部 営業管理部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

河原　進作

現職 営業本部 営業管理部 副部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

4月1日
新職 営業本部 営業管理部 副部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行）

刈谷　俊介

現職 営業本部 第2営業統括部 第5営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行 東京営業所ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

4月1日
新職 計器設計本部 計器設計統括部 統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

川本　光男

現職 技術本部 車載設計統括部 東京ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 計器設計本部 計器設計統括部 HUD設計部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

山谷　修一

現職 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

4月1日
新職 計器設計本部 計器設計統括部 東京ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

西村　淳

現職 技術本部 車載設計統括部 東京ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ 外装設計4 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 技術本部 開発統括部 統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ） 事業開発部ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

沼屋　宏康

現職 技術本部 車載設計統括部 開発部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 業務管理ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

4月1日
新職 技術本部 開発統括部 開発部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

渡辺　芳樹

現職 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1ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務
開発2ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

4月1日
新職 ものづくり本部 生産統括部 生産技術部 副部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

小見　明

現職 生産技術本部 生産技術統括部 実装技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 ものづくり本部 生産統括部 生産性改革推進部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

大矢　豊

現職 製造本部 製造統括部 第1製造部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 ものづくり本部 長岡工場 工場長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

霜鳥　裕

現職 製造本部 製造統括部 統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

4月1日
新職 ものづくり本部 長岡工場 計器製造部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

田辺　克利

現職 製造本部 製造統括部 第1製造部 製造13 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 ものづくり本部 長岡工場 HUD製造部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

丹野　秀昭

現職 製造本部 製造統括部 第2製造部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 ものづくり本部 長岡工場 部品製造部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

大竹　俊幸

現職 製造本部 製造統括部 第2製造部 副部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行） 製造23ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

4月1日
新職 品質保証本部 第1品質保証部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

遠藤　直紀

現職 品質保証本部 第1品質保証部 品質管理3 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 品質保証本部 ｿﾌﾄｳｴｱ品質保証部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

三冨　堅太郎

現職 技術本部 車載設計統括部 東京ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ ｿﾌﾄｳｴｱAP設計2 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業部 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ製造部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

小林　郁夫

現職 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ事業部 製造部 製造技術 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業部 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

白石　洋太郎

現職 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ事業部 副事業部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ） 技術部ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務
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4月1日
新職 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業部 事業部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ） ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ技術部ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

嘉代　浩一

現職 民生事業部 民生技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ
技術管理ﾏﾈｼﾞｬｰ　兼務
ｱｾｱﾝ生産PJ.ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

4月1日
新職 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業部 副事業部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ） ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業推進部ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

永井　重宏

現職 営業本部 営業管理部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業部 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業推進部 副部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

永井　亮

現職 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ事業部 製造部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業部 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

長谷川　一則

現職 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

4月1日
新職 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業部 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ営業部 副部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

椛沢　久史

現職 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ事業部 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 事業管理本部 車販売事業推進部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

熊倉　伸也

現職 事業管理本部 車販売事業推進 ﾏﾈｼﾞｬｰ

以　　上


