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News Release 

報道関係者各位 

平成 29 年 3 月 24 日 

機 構 改 革 
 

【平成 29年 4月 1日付】 

1. 品質保証本部の新設 

内容： 中期経営計画「NTN 100」で進める「Made by NTN」による世界同一基準の品質 

保証体制の確立の下、グローバルでの体制確立と品質情報の一元管理、および

材料管理機能の強化を目的に、「品質保証本部」を新設。 

     品質保証本部に「品質管理部」を移管、品質保証本部に「品質保証部」を新設。 

2. ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ事業本部と産業機械事業本部の営業技術部門を再編 

内容： 顧客への技術サービス向上による販売拡大と、業務効率の向上、人材育成の強化

を目的に、ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ事業本部と産業機械事業本部の各販売支社の営業技術

機能を統合し、「産業機械事業本部 営業技術部」を新設。 

従来のｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ事業本部 営業技術部を、「ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ事業本部 ｱﾌﾀｰﾏｰｹ

ｯﾄ技術部」に改称。 

3. 自然エネルギー商品事業部 製造部の新設 

内容： 自然エネルギー商品の早期の事業確立に伴う、生産体制の整備のため「製造部」

を新設。 
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人 事 異 動（役員人事） 

【平成 29 年 4 月 1 日付】 

新職 旧職 氏 名 

常務取締役 

研究･技術部門担当 

▽（兼）品質保証本部管掌 

（兼）米州地区担当 

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 

寺阪 至徳 

取締役 

▽品質保証本部担当 

（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 

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 

梅本 武彦 

常務執行役員 

新商品戦略本部 本部長 

▽（兼）複合材料商品事業部長 

（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 

（兼）自然エネルギー商品事業部担当 

森 夏比古 

▽常務執行役員 

▽研究部門担当 

 （兼）商品開発研究所長 

執行役員 

商品開発研究所長 
江上 正樹 

執行役員 

▽産業機械事業本部 副本部長 

執行役員 

中国地区総支配人室 副総支配人 

（兼）恩梯恩(中国)投資（有）董事 

播磨  悦 

執行役員 

自動車事業本部 副本部長 

▽（兼）磐田製作所長 

執行役員 

自動車事業本部 副本部長 

（兼）岡山製作所長 

三宅 勝明 

▽執行役員 

 生産戦略部長 
生産戦略部長 皆見 章行 

▽執行役員 

▽産業機械事業本部 副本部長 

▽（兼）事業企画部長 

アセアン・大洋州地区総支配人室 

副総支配人 

（兼）タイ NTN販売 社長 

小森 繁文 

▽執行役員 

▽品質保証本部 本部長 
生産戦略部 藤井  隆 

▽執行役員 

 アセアン・大洋州地区総支配人室 

副総支配人 

（兼）タイ NTN製造 社長 

アセアン・大洋州地区総支配人室 

副総支配人 

（兼）タイ NTN製造 社長 

小澤 伸吉 

▽は、新職を表しています。 
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【平成 29 年 3 月 31 日付】 

 退任執行役員 

  執行役員  赤松 良信 

  執行役員  朱  建平 

 

【平成 29 年 6 月 23 日付】 

 新任取締役 

  取締役  鵜飼 英一 （現役職：常務執行役員） 

  

 退任取締役 

  専務取締役 米谷 福松 
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人 事 異 動 

【平成 29 年 4 月 1 日付】 

新職 旧職 氏 名 

▽経営戦略本部 副本部長 

経営企画部長 
経営戦略本部 経営企画部長 小澤 隆信 

▽品質保証本部 品質管理部長 品質管理部長 真野 竜馬 

▽品質保証本部 品質保証部長 品質管理部 菊池 崇 

▽原価企画部長 ㈱ＮＴＮ赤磐製作所 網倉 泰司 

▽グローバル人材育成部長 グローバル人材育成部 田中 友子 

生産技術研究所 

▽生産技術開発部長 

生産技術研究所  

生産技術開発部 
吉野 博紀 

アフターマーケット事業本部 

▽アフターマーケット技術部長 

アフターマーケット事業本部 

営業技術部長 
中村 悟司 

産業機械事業本部  

▽産業機械技術部長 

産業機械事業本部   

ロボット技術部長 
大胡 誠 

産業機械事業本部 

▽営業技術部長 

産業機械事業本部 

産業機械技術部長 
松森 直樹 

産業機械事業本部 

▽ロボット技術部長 

産業機械事業本部 

事業企画部長 
中村 昌平 

▽産業機械事業本部 西関東支社長 恩梯恩（中国）投資有限公司 金子 真一 

産業機械事業本部  

▽九州支社長 

産業機械事業本部  

西関東支社長 
野村 正 

▽自動車事業本部 磐田製作所  

もの造りセンター長 

NTN Manufacturing(Thailand) 

(兼) NTPT Company Limited 
坂部 弥幸 

自動車事業本部 磐田製作所  

▽ボールベアリング工場長 

自動車事業本部 磐田製作所 

もの造りセンター長 
豊田 進 

▽自動車事業本部 岡山製作所長 生産技術研究所 鈴木 正俊 

自動車事業本部  

▽岡山製作所 熱処理工場長 

自動車事業本部 

磐田製作所 品質保証部 
渡邊 靖之 

▽は、新職を表しています。 
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新職 旧職 氏 名 

▽ＥＶモジュール事業部 副事業部長 

(兼)駆動システム技術部長 

ＥＶモジュール事業部   

駆動システム技術部長 
牧野 智昭 

▽ＥＶモジュール事業部  事業推進部長 ＥＶモジュール事業部  事業推進部 浅野 英一 

複合材料商品事業部 

▽複合材料技術部長 

複合材料商品事業部   

流体動圧軸受部長 
栗村 哲弥 

複合材料商品事業部 

▽流体動圧軸受部長 

複合材料商品事業部 

流体動圧軸受部 
尾藤 仁彦 

▽自然エネルギー商品事業部 副事業部長 

▽(兼)事業推進部長 
ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ事業強化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 梅本 秀樹 

自然エネルギー商品事業部 

▽製造部長 
自然エネルギー商品事業部 村山 大 

▽㈱NTN三重製作所 社長 生産戦略部 山崎 晴久 

▽NTNアドバンストマテリアルズ㈱ 社長 
複合材料商品事業部長 

(兼)複合材料技術部長 
水谷 敏幸 

▽NTK Precision Axle Corp. 社長 原価企画部長 吉國 隆幸 

▽恩梯恩阿愛必(常州)有限公司 社長 
産業機械事業本部 桑名製作所 

もの造り戦略センター 
沢津橋 寿久 

▽は、新職を表しています。 

 

同時投函：東京証券記者クラブ、大阪証券記者クラブ、大阪機械記者クラブ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この件に関わるお問い合わせ: 

NTN株式会社  

広報･IR部 

TEL: 06(6449)3579 

FAX: 06(6443)3226 

 


