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機構改革と人事異動に関するお知らせ 

 

 

IDEC 株式会社（社長: 舩木俊之）は、2017 年 4 月 1 日付で以下のとおり機構改革と人事異動を行

いますのでお知らせいたします。 

 

①  機構改革 

                                                           

○ 組織改正の主要ポイント 

 

グローバルでの事業戦略展開および営業機能の連携/強化、国内外の生産供給体制強化、技術戦

略と開発部門の連携、APEM グループを含めた事業推進体制の構築等のため、事業部組織を発展的

に解消し、機能別組織へ再編する。 

 

 

【セールス・マーケティング統括本部 関係】 

グローバルベースでの事業推進体制強化に向けて、エリア戦略及びターゲット業界における

バーティカル戦略に注力し、新規事業を含めた事業拡大を推進する。また、営業機能において

も各国・各地域の戦略立案、実行の推進を牽引する。  

配下組織として、「製品・市場戦略統括部」、「国内営業統括部」を設置し、セールス・マーケティング

統括本部直轄組織として、「新規事業開発室」、「ファインバブル事業部」、「グローバルセールスサポー

ト」、「マーケティングコミュニケーション室」を設置する。 

 

「製品・市場戦略統括部」の下部組織は下記の通り。 

・ バーティカル市場ソリューション推進部 

・ HMI ソリューション推進部 

・ 安全・防爆ソリューション推進部 

・ 盤内機器ソリューション推進部 

・ オートメーションソリューション推進部 

 

「国内営業統括部」の下部組織は下記の通り。 

・ セールスプロモーションセンター 

・ テック&サポートセンター 

・ 電子製品営業部 

・ ソリューション営業部 

・ エリア営業部 

 

 

 

 

 

＊このリリースに関するお問い合わせ先＊ 

IDEC 株式会社 経営管理部 広報グループ 元山理映子 

（TEL）06-6398-2505 （Email）r.motoyama@jp.idec.com 



 

【商品開発本部 関係】 

経営資源のフレキシブルな活用を前提とし、事業部別に帰属している研究開発機能を集約し「商品

開発本部」を設置する。また、技術要素別に技術部長を配置し、各専門分野に応じたマネジメントの強

化を推進する。 

 

【生産本部 関係】 

事業部に帰属している生産機能と生産技術センターを集約して現場力を強化し、生産部門における

課題解決を推進する。配下組織として「生産構造改革室」、「購買部」、「生産技術センター」、「機器生

産部」、「機器部品供給部」、「筑波生産部」、「尼崎生産部」を配置する。 

 

【SCM 本部 関係】 

グローバルのサプライチェーンの適正化を図るとともに、海外生産会社の QCD 改善を推進する。配下

組織として、「生産管理室」、「製品供給企画室」、「ロジスティクスセンター」を配置する。 

 

【技術戦略本部 関係】 

「技術戦略部」、「国際標準化・知財推進センター」を「国際標準化・Safety2.0 推進部」、「技術戦略・

知財推進部」に再編する。 

 

【本社管理部門 関係】 

IDEC グループのグローバルでの経営品質を高め、高収益で社員満足度の高い会社を目指すために、

「ＣＳＲ室」を新設し、人財戦略部と連携のもとグローバルベースでの企業価値の向上を図る。 

 

 

② 執行役員人事 

                                                                            

新職 旧職 氏名 

常務執行役員 

セールス・マーケティング担当 
（兼）セールス・マーケティング統括本部 本部長 

（兼）製品・市場戦略統括部 統括部長 

常務執行役員 

セールス・マーケティング担当 
（兼）セールス・マーケティング本部 本部長 

アルノ・モンディ

執行役員 国内営業担当 
（兼）セールス・マーケティング統括本部 

国内営業統括部 統括部長 

執行役員 国内営業担当 

（兼）国内営業統括部 統括部長 
多田 映一 

執行役員 SCM 担当 

（兼）SCM 本部 本部長  

執行役員 生産・SCM 統括担当 

（兼）生産・SCM 統括本部 本部長  
丸山 泰治 

執行役員 中国事業推進担当 
執行役員 機器製品事業担当 

（兼）機器製品事業部 事業統括部長  
河中 泰治 

執行役員 人財戦略・CSR 担当 

（兼）人財戦略部 部長  

執行役員 人財戦略担当 

（兼）人財戦略部 部長  
村井 俊文 



執行役員 APEM 担当 

（兼）APEM SAS President 

APEM SAS 

President 

グレゴリー・

サシュニン 

執行役員 生産担当 

（兼）生産本部 本部長 

（兼）生産技術センター 部長 

生産・SCM 統括本部 副本部長 赤松 浩二 

執行役員 新規事業開発担当 
（兼）セールス・マーケティング統括本部 

新規事業開発室 室長 
Auto-ID 事業部 事業部長 原田 博丞 

執行役員 商品開発担当 

（兼）商品開発本部 本部長 
電子製品事業部 事業統括部長 錦 朋範 

 

③ 部門長人事 

                                                    

新職 旧職 氏名 

セールス・マーケティング統括本部 

ファインバブル事業部 

部長 

セールス・マーケティング本部 

ファインバブル事業室 

室長 

荒木 和成 

セールス・マーケティング統括本部 

グローバルセールスサポート 

室長 

セールス・マーケティング本部 

セールスプロモーションセンター 

室長 

山田 秀樹 

セールス・マーケティング統括本部 

マーケティングコミュニケーション室 

室長 

セールス・マーケティング本部 

マーケティングコミュニケーション室 

室長 

吉原 昌宏 

セールス・マーケティング統括本部 

バーティカル市場ソリューション推進部 

部長 

国内営業統括部 

東日本営業部 首都圏流通グループ 

戦略担当マネージャー 

細井 博之 

セールス・マーケティング統括本部 

ＨＭＩソリューション推進部 部長 

機器製品事業部 

機器製品企画部 部長 
河中 保則 

セールス・マーケティング統括本部 

安全・防爆ソリューション推進部 部長 

セールス・マーケティング本部 

製品・市場戦略室 室長 
三河内 茂宗 

セールス・マーケティング統括本部 

盤内機器ソリューション推進部 部長 

システム事業部 

企画担当マネージャー 
中井 龍暢 

セールス・マーケティング統括本部 

オートメーションソリューション推進部  

部長 

愛徳克電子科技（上海）有限公司 

総経理 
松本 博貴 



セールス・マーケティング統括本部 

国内営業統括部 

セールスプロモーションセンター 室長 

国内営業統括部 

業界・ソリューション営業部 部長 
河合 栄二 

セールス・マーケティング統括本部 

国内営業統括部 

テック＆サポートセンター 室長 

国内営業統括部 

テック＆サポートセンター 室長 
高橋 勝義 

セールス・マーケティング統括本部 

国内営業統括部 

電子製品営業部 部長 

国内営業統括部 

電子製品販売部 部長 
泉 幸 

セールス・マーケティング統括本部 

国内営業統括部 

ソリューション営業部 部長 

国内営業統括部 

業界・ソリューション営業部 

西日本ソリューションセールス  

マネージャー 

阿部 修 

セールス・マーケティング統括本部 

国内営業統括部 

エリア営業部 部長 

国内営業統括部 

東日本営業部 部長 
神川 忠司 

技術戦略本部 

技術戦略・知財推進部 部長 

Auto-ID 事業部 

大阪開発グループ 開発リーダー 
稲田 宏治 

技術戦略本部 

国際標準化・Safety2.0 推進部 部長 

技術戦略本部 

国際標準化・知財推進センター 室長 
土肥 正男 

商品開発本部 

副本部長 

（兼）安全技術 部長 

機器製品事業部 

機器製品開発部 部長 
福井 孝男 

商品開発本部 

LED 技術 部長 

LED 事業部 

LED 企画開発部 部長 
前田 俊秀 

商品開発本部 

防爆技術 部長 

防爆事業部 

防爆企画開発部 部長 
上野 泰史 

商品開発本部 

電子技術 部長 

電子製品事業部 

電子製品開発部 部長 

（兼）電子製品企画部 部長 

宮本 尚孝 

生産本部 

生産構造改革室 室長 

（兼）購買部 部長 

台湾愛徳克股份有限公司 

総経理 
大園 俊一 

生産本部 

機器生産部 部長 

機器製品事業部 

機器製品生産統括部 

機器製品生産部 部長 

北浦 博己 



生産本部 

機器部品供給部 部長 

機器製品事業部 

機器製品生産統括部 

部品供給部 部品生産担当 担当部長 

三木 靖彦 

生産本部 

筑波生産部 部長 

電子製品事業部 

電子製品生産部 部長 
清水 正浩 

生産本部 

尼崎生産部 部長 

防爆事業部 

防爆生産部 部長 
大井 孝浩 

SCM 本部 

生産管理室 室長 

（兼）ロジスティクスセンター 室長 

生産・SCM 統括本部 

生産供給企画室 室長 
川端 賢一 

SCM 本部 

製品供給企画室 室長 

生産・SCM 統括本部 

生産供給企画室 

需給計画グループ リーダー 

石井 純 

内部監査室 室長 内部監査室 推進リーダー 杉田 稔樹 

CSR 室 室長 人財戦略部 人財開発グループ 川内 理絵 

 

 以上 


