
２０１７－３－３１ 

株式会社 東芝 

 

 

２０１７年３月３１日付け執行役の退任、２０１７年４月１日付組織改正、 

２０１７年４月１日付執行役の担当変更および２０１７年４月１日付主な人事異動について 

 

 

 

 

２０１７年３月３１日付執行役の退任 

 
執行役常務 渡辺 友治（東芝メモリ株式会社副社長就任予定） 

 

２０１７年４月１日付の主な組織改正 

コーポレート関係 

青梅事業所の閉鎖に伴い、青梅事業所を廃止する。 

 

インフラシステムソリューション社関係 

事業横断的なビルソリューションビジネスの開発と事業化加速、また施設電源システム事

業のリソース最適化およびシステム開発・顧客提案等の事業戦略強化を目的に、ビル・施設

ソリューション事業部を廃止する。ビルソリューション事業はカンパニー直下に新設するビ

ル・施設ソリューション推進室へ移管し、施設電源システム事業は社会システム事業部に統

合する。 

 

ストレージ＆デバイスソリューション社関係 

 メモリ事業の分社化に伴い、ストレージ＆デバイスソリューション社傘下のメモリ事業部

を廃止する。また、同事業部傘下の四日市工場を廃止する。 

 

インダストリアルＩＣＴソリューション社関係 

 民間向けＩＣＴソリューション事業について、注力分野への円滑なリソースシフトを進め

るため、インダストリアルソリューション事業部を新設し、流通・金融ソリューション事業

部、製造・産業・社会インフラソリューション事業部を廃止する。 

ＩｏＴテクノロジーセンターをＡＩ関連に特化した研究開発体制にシフトするため、その

ミッションをソフトウェア技術およびＡＩ関連の先端技術研究・開発に変更し、ソフトウェ

ア＆ＡＩテクノロジーセンターに改称する。 

 

２０１７年４月１日付執行役の担当変更 

 

（新担当事項） （現担当事項） （氏名） 

▽執行役上席常務（生産調達統括部

担当、横浜事業所担当、姫路工場

担当） 

 執行役上席常務（生産調達統括部担

当、横浜事業所担当、青梅事業所担

当、姫路工場担当） 

 長谷川 功宏 



▽執行役常務（原子力事業統括部長）  執行役常務（原子力事業統括部長、

原子力事業部長） 

 畠澤 守 

 

２０１７年４月１日付主な人事異動 

 

（発令） （現職） （氏名） 

▽技術統括部知的財産室長 兼 

ストレージ＆デバイスソリュー

ション社知的財産部長 

 （ストレージ＆デバイスソリューシ

ョン社知的財産部長） 

 下川原 郁子 

▽研究開発センター研究企画部長

兼務 

 同センター所長  堀 修 

▽研究開発センター図書館長兼務  同センター研究企画部イノベーショ

ン推進担当グループ長 

 福家 浩之 

▽研究開発センターワイヤレスシ

ステムラボラトリー室長 

 （同センター同ラボラトリー主任研

究員） 

 青木 亜秀 

▽研究開発センターマルチメディ

アラボラトリー室長 

 （同センター同ラボラトリー主任研

究員） 

 三田 雄志 

▽生産技術センター所長  （内部監査部監査第四担当グループ

長） 

 清野 武寿 

▽生産技術センター光技術研究部

長  

 （同センター同部研究主幹）  甲斐 康伸 

▽関東支社総合営業部長  （同支社神奈川支店参事）  吉田 久雄 

▽関東支社神奈川支店長  （インフラシステムソリューション

社水・環境システム事業部環境シ

ステム営業部長） 

 吉田 久律 

▽九州支社企画部長  （インフラシステムソリューション

社関西インフラシステムソリュー

ション営業第一部事業開発担当グ

ループ長） 

 藤川 慎一郎 

▽九州支社大分支店長 

 

 （同支社企画部長）  小倉 正己 

＜原子力事業統括部＞ 

▽原子力内部統制管理室長兼務  エネルギーシステムソリューション

社内部統制管理室長 

 建部 徹 

▽原子力事業部長  （同事業部原子力技術部長）  柳瀬 悟郎 

▽原子力事業部軽水炉技師長  （同事業部磯子エンジニアリングセ

ンター原子力機械システム設計部

 薄井 秀和 



長） 

▽原子力事業部原子力海外プロジ

ェクト部長 

 （同事業部原子力海外営業部長）  岡田 好広 

▽原子力事業部原子力技術部長  （同事業部磯子エンジニアリングセ

ンター原子力プラント設計部長） 

 米倉 和義 

▽原子力事業部磯子エンジニアリ

ングセンター原子力機械システ

ム設計部長 

 （同事業部同センター同部機械シス

テム設計第二担当グループ長） 

 山本 智 

▽原子力事業部磯子エンジニアリ

ングセンター原子力プラント設

計部長 

 

 （同事業部原子力技術部プロジェク

ト第二担当グループ長） 

 角川 清春 

＜エネルギーシステムソリューション社＞ 

▽生産統括責任者 兼 調達統括

責任者並びに生産企画部長 

 （京浜事業所長）  藪 智彦 

▽変電・配電ソリューション技師長  （サービス・ソリューション技師長）  小坂田 昌幸 

▽火力・水力機器技師長  （原子力事業統括部原子力事業部原

子力海外技術部参事） 

 藤塚 真也 

▽火力・水力事業部営業担当上席部

長 

 （同事業部海外火力営業第一部長）  栗本 浩也 

▽東芝トルコ社社長  （火力・水力事業部水力営業部海外

営業担当主務） 

 三国 敦 

▽火力・水力事業部火力・水力品質

保証部長 

 （同事業部中部・電力技術部長）  大平 浩之 

▽火力・水力事業部火力・水力調達

部長 

 （同事業部火力・水力生産調達部長）  竹村 正之 

▽火力・水力事業部海外火力プラン

ト営業第一部長 

 （同事業部海外火力営業第一部海外

営業第二担当グループ長） 

 福水 正隆 

▽火力・水力事業部海外火力プラン

ト営業第二部長 

 （同事業部海外火力営業第二部長）  山田 剛 

▽火力・水力事業部海外火力サービ

ス営業部長 

 （東芝トルコ社社長）  高橋 潔 

▽火力・水力事業部火力サービス技

術部長 

 （同事業部火力改良保全技術部長）  山中 哲哉 

▽火力・水力事業部火力コンバイン

ドサイクル技術部長 

 （同事業部火力・水力品質保証部長）  佐藤 豪芳 

▽火力・水力事業部火力情報制御技  （府中エネルギーシステムソリュー  由上 秀樹 



術部長 ション工場発電システム制御部

長） 

▽電力流通システム事業部電力系

統システム統括部海外電力流通

営業推進部長 

 （同事業部同統括部海外電力流通営

業部長） 

 河原 慈大 

▽東芝電力流通システム・ベトナム

社社長 

 （電力流通システム事業部電力系統

システム統括部海外電力流通営業

部海外営業第一担当グループ長） 

 島田 昌憲 

▽電力・社会システム技術開発セン

ター構造材料・高機能材料開発部

長 

 （同センター原子力化学・サイクル

技術開発部気体処理技術開発主

幹） 

 行友 佳子 

▽電力・社会システム技術開発セン

ター原子力技術研究所長 兼 

同センター同研究所研究炉管理

センター長 

 （同センター経営変革上席エキスパ

ート） 

 赤井 芳恵 

▽電力・社会システム技術開発セン

ター原子炉システム・量子応用技

術開発部長 

 （同センター原子炉・量子応用技術

開発部長） 

 落合 誠 

▽電力・社会システム技術開発セン

ター原子炉化学・サイクル技術開

発部長 

 （同センター原子力化学・サイクル

技術開発部放射性廃棄物処理・処

分技術開発担当グループ長） 

 宮本 真哉 

▽電力・社会システム技術開発セン

ター送変電機器開発部長 

 （同センター電力ソリューション・

配電システム開発部開閉器・計測

システム技術担当グループ長） 

 佐々木 欣一 

▽電力・社会システム技術開発セン

ター電機応用・パワエレシステム

開発部長 

 （同センター電機電池応用・パワエ

レシステム開発部長） 

 森川 竜一 

▽京浜事業所長  （火力・水力機器技師長）  柴垣 徹 

▽京浜事業所生産技術部長兼務  京浜事業所経営変革上席エキスパー

ト 

 坪井 竜介 

▽京浜事業所機器製造部長  （同事業所生産技術部長）  山畑 雅嗣 

▽府中エネルギーシステムソリュ

ーション工場発電システム制御

部長 

 （火力・水力事業部火力・水力企画

部企画・業務担当参事） 

 本橋 秀行 

▽府中エネルギーシステムソリュ

ーション工場電力制御装置製造

部長 

 （生産企画部生産企画担当グループ

長） 

 杉浦 修 



 

＜インフラシステムソリューション社＞ 

▽イノベーション推進室長兼務  経営変革統括責任者  小林 一三 

▽電池システム技師長  （二次電池・車載システム技師長）  高橋 不二男 

▽統括技師長  （セキュリティ・自動化システム技

師長） 

 山本 健彦 

▽産業システム技師長 兼 ｅド

ライブシステム事業推進センタ

ー長 

 （車載システム統括部長）  伊藤 渉 

▽セキュリティ・自動化システム技

師長 

 （小向事業所ＳＡ企画部長）  西明 一哉 

▽ＭＬ統括部長 兼 同統括部ＭＬ

品質部長 

 （統括技師長）  石井 秀明 

▽ＭＬ統括部営業担当上席部長  （鉄道システム事業部参事）  島貫 千明 

▽ＭＬ統括部ＭＬ営業部長  （鉄道システム事業部鉄道営業第三

部長） 

 高井 光寿 

▽ＭＬ統括部ＭＬ技術部長  （鉄道システム事業部ＭＬ推進部Ｍ

Ｌ技術担当グループ長） 

 甲斐野 康雄 

▽ＭＬ統括部ＭＬ建設・生産部長  （鉄道システム事業部鉄道フィール

ド建設部長） 

 小谷 幸慈 

▽ビル・施設ソリューション推進室

長 

 （ビル・施設ソリューション事業部

長） 

 佐藤 周 

▽ビル・施設ソリューション推進室

企画部長 

 （ビル・施設ソリューション事業部

企画部長） 

 島 淳 

▽ビル・施設ソリューション推進室

戦略部長 

 （ビル・施設ソリューション事業部

戦略室長） 

 野田 肇 

▽ビル・施設ソリューション推進室

ソリューション・サービス部長 

 （ビル・施設ソリューション事業部

ソリューション・サービス部長） 

 徳永 星馬 

▽ビル・施設ソリューション推進室

ソリューション開発部長 

 （ビル・施設ソリューション事業部

技術第一部長） 

 細井 昌一 

▽ビル・施設ソリューション推進室

地域・ホームソリューション部長 

 （事業開発センター地域・ホームソ

リューション部長） 

 関口 朝子 

▽生産企画部長  （同部生産企画担当グループ長）  辻 浩介 

▽水・環境システム事業部水・環境

システム企画部長 兼 同事業

部水・環境システム営業コンプラ

 （同事業部関西・四国社会システム

技術部長） 

 後藤 久明 



イアンス推進室長 

▽水・環境システム事業部水ソリュ

ーション事業開発部長 

 （同事業部同部開発営業担当グルー

プ長） 

 林 哲也 

▽水・環境システム事業部環境シス

テム営業部長 

 （同事業部水ソリューション事業

開発部長） 

 芳賀 信久 

▽水・環境システム事業部関東水・

環境システム営業第一部茨城支

店長 

 （中部インフラシステムソリュー

ション営業部水・環境システム担

当グループ長） 

 荻原 秀司 

▽水・環境システム事業部水・環境

システム技術第二部長 

 （同事業部水・環境システム技術第

一部技術第一担当グループ長） 

 小野 俊生 

▽水・環境システム事業部水・環境

システムプラント建設部長 

 （同事業部水・環境プロセス技術部

プラント建設担当グループ長） 

 坂入 崇義 

▽水・環境システム事業部関西・四

国社会システム技術部長 

 （同事業部水・環境システム技術第

二部長） 

 的場 雅啓 

▽水・環境システム事業部東日本制

御システム技術部長 

 （同事業部水・環境システム技術第

二部技術第六担当グループ長） 

 川田 行彦 

▽社会システム事業部エネルギー

ソリューション営業部長 

 （同事業部同部参事）  田中 守 

▽社会システム事業部ファシリテ

ィソリューション営業部長 

 （ビル・施設ソリューション事業部

営業第一部長） 

 山口 英夫 

▽社会システム事業部ファシリテ

ィソリューション技術部長  

 （ビル・施設ソリューション事業部

技術第二部長） 

 宮部 崇 

▽社会システム事業部道路ソリュ

ーション技術部長  

 （同事業部ＥＴＣ－２Ｇプロジェ

クト推進室ＥＴＣ－２Ｇ技術・建

設部技術担当参事） 

 沖 良晃 

▽社会システム事業部通信応用シ

ステム技術部長 

 （同事業部同部通信応用システム技

術担当グループ長） 

 阿部 浩之 

▽セキュリティ・自動化システム事

業部紙幣処理機器・旅券システム

営業部長 

 （東芝インターナショナル米国社）  原 弘樹 

▽セキュリティ・自動化システム事

業部関西セキュリティ・自動化シ

ステム営業部長 

 （同事業部同部交通自動機器シス

テム営業担当グループ長） 

 原 史武 

▽鉄道システム事業部鉄道国内営

業部長兼務 

 同事業部参事  高見 泰範 

▽鉄道システム事業部鉄道システ

ム企画部長 

 （同事業部鉄道システム戦略部長）  築紫 未来 



▽鉄道システム事業部鉄道システ

ム技術・品質・建設部長 

 （同事業部交通ソリューション部

長） 

 鶴田 慎一郎 

▽鉄道システム事業部鉄道システ

ム生産部長 

 （府中インフラシステムソリュー

ション工場鉄道システム部鉄道

システム生産管理課長） 

 横山 恒雄 

▽鉄道システム事業部交通海外営

業部長 

 （同事業部参事）  太田 宏之 

▽鉄道システム事業部鉄道システ

ム技術部長 

 （同事業部鉄道電力システム技術

部長） 

 増山 隆雄 

▽鉄道システム事業部九州鉄道シ

ステム営業部長 

 （同事業部関西鉄道システム営業

部第二担当グループ長） 

 尾野 司 

▽産業システム統括部長 兼 同

統括部産業システム企画部長 

 （同統括部産業システム企画部長）  吉田 長一郎 

▽産業システム統括部産業システ

ム営業部長 

 （同統括部産業パワーエレクトロ

ニクス・蓄電池システム営業部

長） 

 柳 正人 

▽産業システム統括部産業システ

ム技術部長 

 （同統括部産業パワーエレクトロ

ニクス技術部長） 

 権藤 吉孝 

▽産業システム統括部車載モータ

企画部長 兼 ｅドライブシス

テム事業推進センターｅドライ

ブシステム企画部長 

 （車載システム統括部車載システ

ム企画部長） 

 前田 聡 

▽ｅドライブシステム事業推進セ

ンターＥＰＳ用ＥＣＵ製品部長 

 （車載システム統括部ＥＰＳ用Ｅ

ＣＵ製品部長） 

 宮原 仁 

▽産業システム統括部車載モータ

品質保証部長 兼 ｅドライブ

システム事業推進センターｅド

ライブシステム品質保証部長  

 （車載システム統括部車載システ

ム品質保証部長） 

 村井 英明 

▽産業システム統括部車載モータ

営業部長 兼 ｅドライブシス

テム事業推進センターｅドライ

ブシステム営業部長 

 （車載システム統括部車載システ

ム営業部長） 

 宮川 和紀 

▽産業システム統括部車載モータ

技術部長 兼 ｅドライブシス

テム事業推進センターｅドライ

ブシステム技術部長 

 （車載システム統括部ｅドライブ

システム技術部長） 

 高畠 幹生 

▽産業システム統括部車載モータ

設計部長 兼 ｅドライブシス

 （車載システム統括部ｅドライブ

システム製品部長） 

 久田 秀樹 



テム事業推進センターｅドライ

ブシステム設計部長 

▽四国インフラシステムソリュー

ション営業部長 

 （関西インフラシステムソリュー

ション営業第二部水・環境システ

ム第三担当グループ長） 

 寺内 忍 

▽四国インフラシステムソリュー

ション営業部徳島営業所長 

 （同部松山支店長）  山内 等 

▽四国インフラシステムソリュー

ション営業部松山支店長 

 （関西インフラシステムソリュー

ション営業第二部水・環境システ

ム第二担当主務） 

 井手 守 

▽柏崎工場長  （同工場生産企画部長）  堤 純誠 

▽柏崎工場生産企画部長  （産業・自動車システム事業部電池

システム統括部電池営業推進部

営業企画担当グループ長） 

 佐々木 俊朗 

▽府中事業所富士分工場長  （府中インフラシステムソリュー

ション工場交通システム部参事） 

 阿部 浩志 

▽府中インフラシステムソリュー

ション工場パワーエレクトロニ

クス・計測制御機器部長 

 （同工場同部産業用ＰＣ開発担当

グループ長） 

 高柳 洋一 

▽小向事業所長  （同事業所生産部長）  中島 数生 

▽小向事業所技術管理部長  （同事業所センサシステム技術部

長） 

 伊藤 保 

▽小向事業所生産部長  （同事業所電波応用技術部長）  鈴木 正広 

▽小向事業所センサシステム技術

部長 

 （同事業所同部システム第三担当

グループ長） 

 鈴木 潤一郎 

▽小向事業所電波応用技術部長  （同事業所センサシステム技術部

参事） 

 長谷川 勝司 

▽小向事業所情報・通信技術部長  （同事業所同部参事）  古谷 敏昭 

▽小向事業所ＳＡ企画部長  （同事業所ＩＣカードシステム部

長） 

 池田 英貴 

▽小向事業所ＳＡソフトウエア設

計部長 

 （同事業所同部ＳＡソフトウエア

設計第二担当グループ長） 

 石山 和美 

▽小向事業所ＩＣカードシステム

部長 

 

 （同事業所同部ハードウエア設計

担当グループ長） 

 石橋 則夫 

＜ストレージ＆デバイスソリューション社＞ 



▽品質推進センター長兼務  品質統括責任者  瀬戸屋 孝 

▽調達統括責任者兼務  生産統括責任者  馬場 嘉朗 

▽小信号・ＯＰＴＯデバイス技師長  （ディスクリート製品技術技師長）  松浦 延行 

▽パワーデバイス技師長  （ディスクリート半導体事業部長

附） 

 松田 正 

▽技術企画部長  （半導体研究開発センター半導体

研究企画部長） 

 井関 裕二 

▽調達部長  （同部調達企画担当グループ長）  野口 卓裕 

▽貿易管理部長  （同部輸出管理企画担当グループ

長） 

 山口 知巳 

▽電子デバイス＆ストレージ営業

センター技術マーケティング統

括部技術マーケティング戦略部

長 

 （同センター同統括部新市場開拓

部長） 

 高柳 万里子 

▽東芝エレクトロニクス韓国社社

長 

 （電子デバイス＆ストレージ営業

センター海外営業統括部韓国部

長） 

 細田 尚義 

▽東芝エレクトロニクス・アジア社

社長 

 （東芝エレクトロニクス中国社）  野村 勉 

▽電子デバイス＆ストレージ営業

センター海外営業統括部韓国部

長 

 （東芝エレクトロニクス韓国社）  佐藤 正信 

▽イメージセンサ事業統括部長  （メモリ事業部イメージセンサ事

業統括部長） 

 星 忠秀 

▽イメージセンサ事業統括部イメ

ージセンサ開発第一部長 

 （メモリ事業部イメージセンサ事

業統括部イメージセンサ開発第

一部長） 

 時任 良彦 

▽イメージセンサ事業統括部イメ

ージセンサ開発第二部長 

 （メモリ事業部イメージセンサ事

業統括部イメージセンサ開発第

二部長） 

 田口 秀樹 

▽イメージセンサ事業統括部イメ

ージセンサ営業推進部長 

 （メモリ営業推進統括部イメージ

センサ営業推進部長） 

 宮下 篤志 

▽ディスクリート半導体事業部先

端集積デバイス開発部長 

 （同事業部同部先端高周波アナロ

グＩＣ開発担当グループ長） 

 杉浦 政幸 

▽ディスクリート半導体事業部パ

ワー半導体開発技術部長 

 （同事業部先端集積デバイス開発

部長） 

 栗原 紀泰 



▽ディスクリート半導体事業部ハ

イパワーデバイス技術部長 

 （同事業部長附）  川野 友広 

▽姫路半導体工場半導体製造第二

部長 

 （加賀東芝エレクトロニクス株式

会社） 

 高橋 泰 

▽姫路半導体工場姫半イノベーシ

ョン推進部長 

 （同工場姫半イノベーション推進

担当グループ長） 

 藤井 孝次 

▽ディスクリート半導体事業部デ

ィスクリート応用技術センター

ディスクリート応用技術企画部

長 

 （同事業部同センター同部ディス

クリート応用技術企画担当グル

ープ長） 

 河野 明弘 

▽ストレージプロダクツ事業部Ｈ

ＤＤ応用技術部長 

 （東芝アメリカ電子部品社）  泉谷 靖徳 

▽半導体研究開発センター長  （同センターエンベデッドコア技

術開発部長） 

 宮森 高 

▽半導体研究開発センター半導体

研究企画部長 

 （技術企画部参事）  古賀 淳二 

▽半導体研究開発センターエンベ

デッドコア技術開発部長 

 （同センター同部エンべデッドコ

ア技術開発第三担当グループ長） 

 鈴木 晃治朗 

▽半導体研究開発センター次世代

ソフトウェア開発部長 

 

 （同センター同部参事）  江野 聡史 

＜部品材料事業統括部＞ 

▽営業部長  （ルネキャット事業開発部営業担

当参事） 

 

 鶴田 進一郎 

＜インダストリアルＩＣＴソリューション社＞ 

▽ソフトウェア＆ＡＩテクノロジ

ーセンター長兼務 

 インダストリアルＩＣＴソリューシ

ョン社副社長 

 下辻 成佳 

▽ＩｏＴ事業開発室長  （ＩｏＴ＆メディアインテリジェン

ス事業開発室長） 

 沖谷 宜保 

▽ＩｏＴ事業開発室ＳＰＩＮＥＸ

開発推進部長 

 （ＩｏＴ＆メディアインテリジェン

ス事業開発室ＩｏＴソリューショ

ン推進部長） 

 岸原 正樹 

▽ソフトウェア＆ＡＩテクノロジ

ーセンターディープラーニング

技術開発部長 

 （研究開発センターマルチメディア

ラボラトリー室長） 

 古藤 晋一郎 

▽ソフトウェア＆ＡＩテクノロジ  （ＩｏＴテクノロジーセンターソフ  岡安 二郎 



ーセンターソフトウェア設計技

術開発部長 

トウェア設計技術開発部参事） 

▽内部統制評価部長兼務  経営企画部長  湯沢 正志 

▽経営変革推進部長  （同部イノベーション推進担当参

事） 

 小塗 康裕 

▽商品統括部長  （東芝ソリューション株式会社）  生藤 芳一 

▽商品統括部プロダクト＆サービ

スソリューション営業部長 

 （流通・金融ソリューション事業部

情報・通信ソリューション営業部

長） 

 三林 隆之 

▽商品統括部通信サービスソリュ

ーション技術部長 

 （流通・金融ソリューション事業部

情報・通信サービスソリューショ

ン技術部長） 

 韮澤 義将 

▽営業推進部国内営業企画部長  （流通・金融ソリューション事業部

長附） 

 北沢 智之 

▽ＲＥＣＡＩＵＳ事業推進室長  （流通・金融ソリューション事業部

長） 

 多田 智紀 

▽ＲＥＣＡＩＵＳ事業推進室企画

部長 

 （流通・金融ソリューション事業部

流通・金融企画部長） 

 林 洋史 

▽ＲＥＣＡＩＵＳ事業推進室商品

事業企画部長 

 （商品統括部メディアインテリジェ

ンス商品推進部長） 

 黒沼 俊 

▽ＲＥＣＡＩＵＳ事業推進室営業

推進部長 

 （商品統括部メディアインテリジェ

ンス商品推進部メディアインテリ

ジェンス営業推進担当グループ

長） 

 山田 貴男 

▽ＲＥＣＡＩＵＳ事業推進室技術

部長 

 （商品統括部メディアインテリジ

ェンス商品推進部主幹） 

 平井 康夫 

▽ＲＥＣＡＩＵＳ事業推進室要素

開発部長 

 （商品統括部メディアインテリジ

ェンス商品推進部メディアイン

テリジェンス商品開発担当グル

ープ長） 

 福井 龍二 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部長） 

 岡田 俊輔 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部企画部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部企画部長） 

 三橋 和夫 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部デジタルトランスフォ

ーメーション推進部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部製造商品企画部

長） 

 甲斐 武博 



▽インダストリアルソリューショ

ン事業部製造ソリューション営

業第一部長 兼 スマートファ

クトリー推進室長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部製造ソリューシ

ョン営業第一部長） 

 深江 正己 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部製造ソリューション営

業第二部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部製造ソリューシ

ョン営業第二部長） 

 塚田 裕司 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部産業ソリューション営

業部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部産業ソリューシ

ョン営業部長） 

 法華津 克典 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部エネルギーソリューシ

ョン営業部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部エネルギーソリ

ューション営業部長） 

 高橋 茂夫 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部オートモーティブ＆イ

ンダストリーソリューション技

術部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部オートモーティ

ブ＆インダストリーソリューシ

ョン技術部長） 

 高口 芳宣 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部クロスドメインソリュ

ーション技術第一部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部製造クロスドメ

インソリューション技術部長） 

 京極 尚人 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部クロスドメインソリュ

ーション技術第二部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部製造ソリューシ

ョン技術部長） 

 濱頭 正才 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部産業ソリューション技

術部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部産業ソリューシ

ョン技術部長） 

 井手 直子 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部電力・エネルギーソリュ

ーション技術部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部電力・エネルギー

ソリューション技術部長） 

 松田 善之 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部東芝グループ営業部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部東芝グループ営

業部東芝グループ営業第二担当

グループ長） 

 藤田 謙次 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部社会インフラソリュー

ション営業部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部東芝グループ営

業部東芝グループ営業第三担当

グループ長） 

 佐藤 直也 



▽インダストリアルソリューショ

ン事業部東芝グループ技術部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部東芝グループ技

術部長） 

 神山 幸一 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部社会インフラソリュー

ション技術部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部社会インフラソ

リューション技術部長） 

 和氣 正秀 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部産業グローバルソリュ

ーション推進部長兼務 

 海外事業推進室長附  山口 直樹 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部トヨタソリューション

部長 

 （製造・産業・社会インフラソリュ

ーション事業部トヨタソリュー

ション部長） 

 武田 俊夫 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部メディア・サービスソリ

ューション営業部長 

 （流通・金融ソリューション事業部

メディア・サービスソリューショ

ン営業部長） 

 月野 浩 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部流通・運輸ソリューショ

ン営業部長 

 （流通・金融ソリューション事業部

流通・運輸ソリューション営業部

長） 

 石田 克巳 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部金融・情報ソリューショ

ン営業部長 

 （流通・金融ソリューション事業部

銀行・証券ソリューション営業部

長） 

 田辺 敏彦 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部保険ソリューション営

業部長 

 （流通・金融ソリューション事業部

保険ソリューション営業部長） 

 森田 充彦 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部メディアソリューショ

ン技術部長 

 （流通・金融ソリューション事業部

メディアソリューション技術部

長） 

 山元 庸 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部流通・運輸サービスソリ

ューション技術部長 

 （流通・金融ソリューション事業部

流通・運輸サービスソリューショ

ン技術部流通システム技術担当

グループ長） 

 秦野 慎一 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部金融・情報ソリューショ

ン技術部長 

 （流通・金融ソリューション事業部

金融ソリューション技術第一部

長） 

 船津 信之 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部保険ソリューション技

術部長 

 （流通・金融ソリューション事業部

金融ソリューション技術第二部

長） 

 太田 亮輔 



▽インダストリアルソリューショ

ン事業部北海道インダストリア

ルソリューション部長 

 （営業推進部北海道営業・技術部

長） 

 小松 幹直 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部東北インダストリアル

ソリューション部長 

 （営業推進部東北営業・技術部長）  青山 誠 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部中部インダストリアル

ソリューション部長 

 （営業推進部中部営業・技術部長）  大場 豊秋 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部関西インダストリアル

ソリューション部長 

 （営業推進部関西営業・技術部長）  木田 和幸 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部中国インダストリアル

ソリューション部長 

 （営業推進部中国四国営業・技術部

長） 

 小俣 浩之 

▽インダストリアルソリューショ

ン事業部九州インダストリアル

ソリューション部長 

 （営業推進部九州営業・技術部長）  水口 正俊 

 以 上 

 

本資料に関するお問合せ先： 

広報・ＩＲ部メディア広報担当 高瀬   ＴＥＬ ０３（３４５７）２１００ 

 


