
ヤマハ発動機株式会社は、本日開催の取締役会において、2018 年 1 月 1 日付の組織変更と人事

異動を下記のとおり決定しました。 

 

 

■組織変更について（2018 年 1 月 1 日付） 

 

1. 企画･財務本部 

「企画･財務本部」とファイナンス部門との連携･機能強化を目的に、「フィナンシャルサービス事業

推進部」を「企画・財務本部」へ編入させ、名称を「フィナンシャルサービス推進部」へ変更する。 

 

2. モビリティ技術本部 /先進技術本部 

新事業の事業化のスピードアップを目的に、「新事業開発本部」と「技術本部」を再編し、新たなモ

ビリティ分野を担う「モビリティ技術本部」および新規事業企画機能と先進技術開発機能を融合し

た「先進技術本部」を新設する。 

 

1）モビリティ技術本部 

・ 「新事業開発本部」の「NLV 事業統括部」を移管し、「NLV 推進部」とする。 

・ 「技術本部」の「NPM 事業統括部」を移管する。 

・ 「NPM 事業統括部」傘下の「PM ビジネス部」を「PM 先行開発部」に名称変更する。 

・ 「技術本部」の「EM 開発統括部」を移管する。 

・ 「MS 統括部」を新設し、「技術本部」の「MS 戦略部」と「MS 開発部」を傘下に置く。 

 

2）先進技術本部 

・ 「新事業開発本部」の「NV 事業統括部」を移管し、「NV 事業統括部」傘下の「企画部」を「NV

企画部」に名称変更する。 

・ 「技術本部」の「研究開発統括部」を移管する。 

・ 「技術本部」の「技術企画統括部」を移管するとともに、「技術企画統括部」傘下の「技術管理

部」を「技術企画部」に名称変更する。 

・ 「先進技術本部」直下にデジタル活用の推進やガバナンスを担う「デジタル戦略部」を新設す

る。 

 

3. 調達本部 

商品競争力の向上を目的に、「調達本部」の組織を変更する。 

 

・ 「戦略統括部」を新設し、「調達企画部」と「GSN 推進部」を傘下に置き、それぞれ「調達管理

部」と「調達戦略部」に名称変更する。 

・ 「調達統括部」を新設し、「調達推進部」と「調達品質部」を傘下に置くとともに、「PF 車両ユニ

ット」の「PJ 推進部」を移管し、「調達技術部」に名称変更する。
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4. パワートレインユニット 
「エンジンユニット」を「パワートレインユニット」に名称変更し、エンジンを含むパワートレインの技
術開発のスピードアップを目的に、組織を変更する。 

 
・ 「エンジン開発統括部」を「パワートレイン開発統括部」に、「第 1 エンジン開発部」と「第 2 エン

ジン開発部」をそれぞれ「第 1PT 開発部」と「第 2PT 開発部」に名称変更するとともに、「RV
事業部」の RV エンジン開発機能を「第 2PT 開発部」に移管する。 

・ 「パワートレイン開発統括部」傘下に先行開発や機能評価を担う「第 3PT 開発部」とエンジン
燃焼システム開発などを担う「燃焼システム開発部」を新設する。 
 

5. PF 車両ユニット 
車体開発の効率化、商品の品質向上･競争力強化を目的に、「PF 車両ユニット」の組織を変更す
る。 

 
・ 「エンジンユニット」傘下の「品質革新技術部」を「PF 車両ユニット」傘下の「品質革新技術部」

に統合する。 
・ 「RV 事業部」の RV 車体開発機能を「PF 車両開発統括部」に移管し、「RV 開発部」とする。 
・ 「原価革新統括部」の「原価革新部」を「PF 車両ユニット」直下に移管する。なお、「原価革新

統括部」は発展的に解消する。 
 

6. CS 本部 
活動強化を目的に、部品営業とサービスの一部を統合・再編する。 

 
・ 「アフターセールス統括部」傘下の「第 1 営業部」と「第 2 営業部」をそれぞれ「アセアン･新興

国マーケティング部」と「先進国マーケティング部」に再編する。    
 
7. MC 事業本部 

新ビジネスモデル創出機能の強化と地域間のシナジー強化を目的に、「MC 事業本部」の組織を
変更する。 

 
・ 新しいビジネスモデルの創出を担う「新ビジネス事業推進部」を新設する。 
・ 「第 2 事業部」の「営業企画推進部」を「第 1 事業部」に移管し、「マーケティング企画推進部」

に名称変更する。 
・ 「第 1 事業部」の「アセアン営業部」を「第 2 事業部」に移管する。 
・ 「RV 事業部」の「企画推進部」の機能を「MC 事業本部」の各組織に移管する。 

 
8. マリン事業本部 

総合マリンビジネス戦略の強化を目的に、「マリン事業本部」の組織を変更する。 
 

・ 「マリン事業統括部」を「マリン事業部」に改編する。 
・ 「マリン事業部」傘下に「企画統括部」を新設し、「商品企画部」「事業企画部」および新設の

「原価企画部」を置く。 
・ 「マリン事業部」傘下に「マーケティング統括部」を新設し、「第 1 マーケティング部」と「第 2 マ

ーケティング部」を置く。 
 
9. ソリューション事業本部 

「ビークル&ソリューション事業本部」を「ソリューション事業本部」に名称変更し、ロボティクス技術
を融合させ、新たな事業戦略の展開を目的に、組織を変更する。 

 
・ 「IM 事業部」を「ロボティクス事業部」に名称変更する。 
・ 「UMS 事業推進部」を「UMS 統括部」に改編し、「ロボティクス事業部」傘下に置く。 
・ 「SMT 統括部」の「先行開発部」を「ロボティクス事業部」直下に移管する。 
・ 「ロボティクス事業部」直下に「CS 部」を新設する。 
・ 「RV 事業部」は発展的に解消する。

 
 



■人事異動について（2018 年 1 月 1 日付） 

1. 取締役 執行役員の職掌変更について 

（氏 名） (新 職) （現 職） 

日髙 祥博 代表取締役社長社長執行役員 

管掌：コーポレート・マリン領域 

 

取締役上席執行役員 

企画・財務本部長 

 

渡部 克明 代表取締役副社長執行役員 

管掌：MC･CS･市場開拓･AM･ 

先進技術領域 

 

取締役常務執行役員 

MC 事業本部長 

木村 隆昭 取締役副社長執行役員 

社長付 

 

代表取締役副社長執行役員 

マリン事業本部長 

 

滝沢 正博 取締役常務執行役員 

社長付 

 

 

取締役常務執行役員 

新事業開発本部長 

（兼）新事業開発本部 NV 事業統括部長

 

加藤 敏純 取締役常務執行役員 

管掌：ソリューション領域、提携戦略 

取締役常務執行役員 

ビークル&ソリューション事業本部長 

 

小嶋 要一郎 取締役上席執行役員 

YMENV（オランダ）会長 

取締役上席執行役員 

新事業開発本部副本部長 

（兼）新事業開発本部 

NLV 事業統括部長 

（兼）MC 事業本部副事業本部長 

 

山地 勝仁 取締役上席執行役員 

管掌：生産・調達・ 

パワートレインユニット領域 

 

取締役上席執行役員 

生産本部長 

 

島本 誠 取締役上席執行役員 

モビリティ技術本部長 

管掌：車両開発・デザイン領域 

取締役上席執行役員 

技術本部長 

（兼）PF 車両ユニット長 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. 執行役員の職掌変更について 

（氏 名） (新 職) （現 職） 

藤田 宏昭 上席執行役員 

先進技術本部長 

（兼）先進技術本部 NV 事業統括部長 

（兼）ソリューション事業本部長 

 

上席執行役員 

YMI（インド）社長 

 

小野 勝 上席執行役員 

社長付 

 

上席執行役員 

CS 本部長 

 

井上 雅弘 上席執行役員 

調達本部長  

 

上席執行役員 

調達本部長  

（兼）PF 車両ユニット原価革新統括部長 

 

浅野 正樹 執行役員 

社長付 

 

執行役員 

YMIS（インド）社長 

 

野田 純孝 執行役員 

パワートレインユニット長 

 

執行役員 

エンジンユニット長 

 

桑田 一宏 執行役員 

YMUS（米国）社長 

 

執行役員 

YMENV（オランダ）社長 

 

大川 達実 執行役員 

企画・財務本部長 

執行役員 

YMUS（米国）社長 

（兼）マリン事業本部副事業本部長 

 

丸山 平二 執行役員 

パワートレインユニット副ユニット長 

（兼）AM 事業担当 

（兼）NLV 推進担当 

 

 

執行役員 

エンジンユニット副ユニット長 

（兼）エンジンユニット 

エンジン開発統括部長 

（兼）AM 事業部長 

 

臼井 博文 執行役員 

マリン事業本部長 

（兼）マリン事業本部マリン事業部長 

 

執行役員 

マリン事業本部マリン事業統括部長 

 



松山 智彦 執行役員 

生産本部長 

 

執行役員 

ビークル&ソリューション事業本部 

RV 事業部長 

 

田中 康夫 執行役員 

CS 本部長 

 

執行役員 

CS 本部アフターセールス統括部長 

 

設楽 元文 執行役員 

YMI（インド）社長 

（兼）YMIS（インド）社長 

 

執行役員 

企画・財務本部副本部長 

 

Eric
エリック

 de
ド ゥ

 

Seynes
セ イ ン

 

執行役員 

YMENV（オランダ）社長 

 

執行役員 

YMENV（オランダ）COO 

 

 

3. 事業本部長･事業部長・統括部長級の人事異動について 

（氏 名） (新 職) （現 職） 

野田 武男 企画・財務本部副本部長 

 

MC 事業本部第 1 事業部長 

 

花村 直己 モビリティ技術本部 NPM 事業統括部長 

（兼）モビリティ技術本部 

NPM 事業統括部 PM 先行開発部長 

技術本部 NPM 事業統括部長 

（兼）技術本部 NPM 事業統括部 

PM ビジネス部長 

 

稲波 純一 モビリティ技術本部 EM 開発統括部長 

（兼）モビリティ技術本部 EM 開発統括部

コンポーネント技術部長 

 

技術本部 EM 開発統括部長 

（兼）技術本部 EM 開発統括部 

コンポーネント技術部長 

（兼）技術本部研究開発統括部長 

 

辻 幸一 モビリティ技術本部 MS 統括部長 

（兼）モビリティ技術本部 MS 統括部 

MS 開発部長 

 

技術本部 MS 開発部長 

村松 啓且 先進技術本部研究開発統括部長 

 

ビークル&ソリューション事業本部 

IM 事業部 FA 統括部長 

 

増田 辰哉 調達本部戦略統括部長 エンジンユニット 

コンポーネント統括部長 

 



Olivier
オ リ ビ エ

 Prevost
プ レ ボ ー

 調達本部調達統括部長 

 

調達本部副本部長 

神ノ門 裕之 パワートレインユニット 

パワートレイン開発統括部長 

 

エンジンユニットエンジン開発統括部 

第１エンジン開発部長 

 

植田 孝太郎 パワートレインユニット 

コンポーネント統括部長 

 

エンジンユニットコンポーネント統括部 

ユニット技術部長 

 

西田 豊士 PF 車両ユニット長 

（兼）PF 車両ユニット 

PF 車両開発統括部長 

 

PF 車両ユニット PF 車両開発統括部長 

 

横溝 晋 PF 車両ユニットコンポーネント統括部長 

 

YMRE（イタリア）社長 

 

阿部 和彦 CS 本部アフターセールス統括部長 

 

CS 本部部品統括部 SCM 部長 

上田 悟 CS 本部部品統括部長 

（兼）CS 本部部品統括部 SCM 部長 

CS 本部企画推進部長 

 

 

木下 拓也 MC 事業本部長 

（兼）MC 事業本部 

新ビジネス事業推進部長 

 

MC 事業本部戦略統括部長 

 

知花 栄進 MC 事業本部第 1 事業部長 

 

ビークル&ソリューション事業本部 

RV 事業部企画推進部長 

 

鈴木 康高 MC 事業本部第 2 事業部長 

 

企画・財務本部経営企画部長 

 

有西 達哉 MC 事業本部戦略統括部長 

 

PF 車両ユニットコンポーネント統括部長 

 

木村 紳一郎 マリン事業本部マリン事業部 

企画統括部長 

（兼）マリン事業本部マリン事業部 

企画統括部事業企画部長 

 

マリン事業本部マリン事業統括部 

事業企画部長 

 

飯田 勝哉 マリン事業本部マリン事業部 

マーケティング統括部長 

（兼）マリン事業本部マリン事業部 

マーケティング統括部 

第 1 マーケティング部長 

YMENV（オランダ） 出向 

 



小松 賢二 AM 事業部長 

 

AM 事業部 AM 第 1 技術部長 

 

齊藤 伸彦 海外市場開拓事業部長 

 

海外市場開拓事業部企画推進部長 

（兼）海外市場開拓事業部 CS 部長 

 

太田 裕之 ソリューション事業本部 

ロボティクス事業部長 

（兼）ソリューション事業本部 

ロボティクス事業部 SMT 統括部長 

（兼）ソリューション事業本部 

ロボティクス事業部品質保証部長 

 

ビークル&ソリューション事業本部 

IM 事業部長 

（兼）ビークル&ソリューション事業本部 

IM 事業部 SMT 統括部長 

（兼）ビークル&ソリューション事業本部 

IM 事業部品質保証部長 

 

鈴木 芳邦 ソリューション事業本部 

ロボティクス事業部 FA 統括部長 

ビークル&ソリューション事業本部 

IM 事業部 参与 

 

中村 克 ソリューション事業本部 

ロボティクス事業部 UMS 統括部長 

 

ビークル&ソリューション事業本部 

UMS 事業推進部長 

 

 

4. 部長級の人事異動について 

（氏 名） (新 職) （現 職） 

藁科 健一 人事総務本部人事部長 

 

人事総務本部人事部企画グループ GL 

 

上田 弘之 人事総務本部総務部長 人事総務本部グローバル人材開発部 

教育グループ GL 

 

青田 元 企画・財務本部経営企画部長 新事業開発本部ＮＶ事業統括部 

企画部長 

 

竹下 尚孝 企画・財務本部 

フィナンシャルサービス推進部長 

 

フィナンシャルサービス事業推進部長 

 

楠元 伸一 モビリティ技術本部 NLV 推進部長 新事業開発本部 NLV 事業統括部 

NLV 開発部長 

 

加藤 薫 先進技術本部 NV 事業統括部 

NV 企画部長 

（兼）先進技術本部技術企画統括部 

技術企画部長 

企画・財務本部経営企画部 

経営戦略グループ GL 



岩澤 耕二郎 先進技術本部デジタル戦略部長 企画・財務本部プロセス・IT 部 

IT 技術戦略グループ GL 

 

三浦 望 生産本部 EG 製造統括部 

磐田第 1 製造部長 

 

CJYM（中国） 出向 

 

由井 淳也 生産本部 EG 製造統括部 

磐田第 3 製造部長 

 

生産本部 EG 製造統括部 

磐田第 3 製造部生産 4 課長 

 

田代 哲哉 生産本部 EG 製造統括部 EG 製造部長 

 

生産本部 EG 製造統括部 

磐田第 1 製造部長 

 

鈴木 晴久 調達本部戦略統括部調達管理部長 

 

調達本部調達企画部長 

 

薮崎 修 調達本部戦略統括部調達戦略部長 

 

YMDA（ブラジル） 出向 

 

吉見 直樹 調達本部調達統括部調達技術部長 

 

PF 車両ユニット原価革新統括部 

PJ 推進部長 

 

萩尾 裕史 調達本部調達統括部調達品質部長 調達本部 GSN 推進部長 

 

高橋 信治 パワートレインユニットプロセス技術部長

（兼）パワートレインユニット 

パワートレイン開発統括部 

燃焼システム開発部長 

 

エンジンユニットエンジン開発統括部 

EG 統合実験部長 

（兼）エンジンユニットプロセス技術部長 

 

鈴木 満宏 パワートレインユニット 

パワートレイン開発統括部 

第 1PT 開発部長 

 

エンジンユニットエンジン開発統括部 

第１エンジン開発部実験グループ GL 

 

中島 彰利 パワートレインユニット 

パワートレイン開発統括部 

第 2PT 開発部長 

 

エンジンユニットエンジン開発統括部 

第 2 エンジン開発部長 

藤原 英樹 パワートレインユニット 

パワートレイン開発統括部 

第 3PT 開発部長 

（兼）PF 車両ユニット PF 車両開発統括部

先行開発部長 

 

エンジンユニットエンジン開発統括部 

先行開発部長 

（兼）PF 車両ユニット PF 車両開発統括部

先行開発部長 

 



中平 泰之 パワートレインユニット 

コンポーネント統括部ユニット技術部長 

 

エンジンユニット企画推進部 

エンジン戦略グループ GL 

袴田 慎一 パワートレインユニット 

コンポーネント統括部生産技術部長 

（兼）PF 車両ユニット 

コンポーネント統括部生産技術部長 

 

エンジンユニット 

コンポーネント統括部ユニット技術部 

ドライブトレイングループ GL 

 

原田 久 パワートレインユニット 

コンポーネント統括部材料技術部長 

 

エンジンユニットコンポーネント統括部 

材料技術部触媒技術開発グループ GL 

 

都築 明宏 PF 車両ユニット PF 車両開発統括部 

RV 開発部長 

ビークル&ソリューション事業本部 

RV 事業部開発部長 

 

城森 暁 PF 車両ユニット PF 車両開発統括部 

車両実験部長 

 

PF 車両ユニット PF 車両開発統括部 

車両実験部プロジェクトグループ GL 

 

奥谷 賢宏 CS 本部企画推進部長 

 

CS 本部アフターセールス統括部 

第 1 営業部長 

 

新谷 和洋 CS 本部アフターセールス統括部 

アセアン・新興国マーケティング部長 

 

CS 本部アフターセールス統括部 

サービス部第 1 グループ GL 

 

生田 隆介 CS 本部アフターセールス統括部 

先進国マーケティング部長 

 

CS 本部アフターセールス統括部 

第 2 営業部長 

 

小谷野 英治 MC 事業本部第 1 事業部 

先進国営業部長 

 

MC 事業本部第 1 事業部 

先進国営業部欧州グループ GL 

 

小池 宏誌 MC 事業本部第 1 事業部 

マーケティング企画推進部長 

MC 事業本部第 2 事業部 

営業企画推進部長 

 

堀越 慶太郎 MC 事業本部第 2 事業部 

アセアン営業部長 

（兼）モビリティ技術本部 MS 統括部 

MS 戦略部長 

 

MC 事業本部第 1 事業部 

アセアン営業部長 

 

小池 直樹 MC 事業本部戦略統括部商品戦略部長 

 

MC 事業本部戦略統括部 

商品戦略部商品企画 1 グループ GL 

 



亀岡 健太朗 マリン事業本部 ME 事業部開発統括部 

BPS 開発部長 

 

マリン事業本部 ME 事業部開発統括部 

BPS 開発部開発グループ GL 

 

加藤 元保 マリン事業本部マリン事業部企画統括部

原価企画部長 

 

マリン事業本部 ME 事業部 

生産調達企画部原価企画グループ GL 

 

原田 浩之 AM 事業部業務部長 

 

AM 事業部業務部 主査 

 

野渡 昇 AM 事業部 AM 第 1 技術部長 

 

AM 事業部 AM 第 1 技術部 

実験グループ GL 

 

深町 達也 海外市場開拓事業部エリア開拓部長 

 

海外市場開拓事業部エリア開拓部 

中米・カリブグループ GL 

 

今井 久美子 海外市場開拓事業部企画推進部長 

（兼）海外市場開拓事業部 CS 部長 

 

MC 事業本部戦略統括部事業戦略部 

事業企画 2 グループ GL 

 

江頭 綾子 ソリューション事業本部 

ロボティクス事業部 CS 部長 

 

ビークル&ソリューション事業本部 

IM 事業部 SMT 統括部国内営業部 

CS グループ GL 

 

西山 統邦 ソリューション事業本部 

SPV 事業部開発部長 

 

ビークル&ソリューション事業本部 

SPV 事業部開発部 主査 

 

小野 朋寛 ソリューション事業本部 

SPV 事業部品質保証部長 

 

ビークル＆ソリューション事業本部 

SPV 事業部開発部第 2 グループ GL 

 

 

5. グループ会社の人事異動について 

（氏 名） (新 職) （現 職） 

海江田 隆 YMA（オーストラリア）社長 

 

YMA（オーストラリア） 出向 

 

Alessandro
ア レ ッ サ ン ド ロ

 

Ghezzi
ゲ ッ ツ ィ ー

 

 

YMRE（イタリア）社長 

 

YMRE（イタリア） 

 

Bora
ボ ラ

 Cansever
ジ ャ ン セ バ ー

 YMTR（トルコ）社長 

 

YMTR（トルコ） 

 

   



河野 俊哉 YMVN（ベトナム）社長 

 

MC 事業本部第 1 事業部 

先進国営業部長 

（兼）技術本部 MS 戦略部長 

武田 真二 YMT（台湾）総経理 

（兼）YMTT（台湾）総経理 

 

YMT（台湾）総経理 

 

土井 有紀 YMMEX（メキシコ）社長 

 

MC 事業本部第 2 事業部新興国営業部 

中南米グループ 主管 

 

藤倉 昭彦 YMCN（中国）董事長 

 

CJYM（中国）総経理 

 

岡野 敦彦 

 

YMCN（中国）総経理 

 

人事総務本部人事部長 

 

瀬戸 浩之 

 

YMSM（中国）総経理 

 

MC 事業本部第 2 事業部長 

 

増田 穣 YIMS（中国）総経理 

 

ビークル&ソリューション事業本部 

IM 事業部事業企画部 

システム企画グループ GL 

 

稲村 隆義 CJYM（中国）総経理 

 

生産本部 EG 製造統括部 EG 製造部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（役職名の略称） 

・GL = Group Leader（グループリーダー） 

 

（部門名の略称） 

・NLV = New Land Vehicle（ニューランドビークル） 

・NPM = New Personal Mobility（ニューパーソナルモビリティ） 

・PM = Personal Mobility(パーソナルモビリティ) 

・EM = Electric Mobility（エレクトリックモビリティ） 

・MS = Motor Sports（モータースポーツ） 

・NV = New Venture（ニューベンチャー） 

・GSN = Global Supplier Network（グローバルサプライヤーネットワーク） 

・PF = Platform（プラットフォーム） 

・PJ = Project（プロジェクト） 

・PT = Powertrain（パワートレイン） 

・RV = Recreational Vehicle（レクリエーションビークル） 

・CS = Customer Service（カスタマーサービス） 

・MC = Motorcycle（モーターサイクル） 

・IM = Intelligent Machinery（インテリジェントマシナリー） 

・UMS = Unmanned System（アンマンドシステム） 

・SMT = Surface Mount Technology（サーフェスマウントテクノロジー） 

・AM = Automotive（自動車用エンジン） 

・FA = Factory Automation（ファクトリーオートメーション） 

・SCM = Supply Chain Management(サプライチェーンマネジメント） 

・EG = Engine（エンジン） 

・BPS = Boat Power System（ボートパワーシステム） 

・SPV = Smart Power Vehicle（スマートパワービークル） 

 

（グループ会社の事業内容） 

・YMENV（Yamaha Motor Europe N.V.）は、当社製品の輸入・販売および欧州内でのマーケティング・商品開発・ファイナ

ンス事業などを行うオランダ所在の会社です。 

・YMI (Yamaha Motor India Pvt. Ltd.)は、インドの当社グループ会社の事業統括およびコーポレート機能を担う会社で

す。 

・YMIS(Yamaha Motor India Sales Pvt.Ltd.)は、インドで二輪車の販売および関連部品の販売を行う会社です。 

・YMUS（Yamaha Motor Corporation,U.S.A.）は、米国で当社製品の輸入・販売を行う会社です。 

・YMRE（Yamaha Motor Research & Development Europe s.r.l.）はイタリアで二輪車の開発を行う会社です。 

・CJYM（重慶建設・ヤマハモーターサイクル有限公司.)は、中国で原動機・部品などの製造を行う会社です。 

・YMDA（Yamaha Motor da Amazonia Ltda.）は、ブラジルで二輪車・船外機の製造・販売を行う会社です。 

・YMA（Yamaha Motor Australia）は、オーストラリアで当社製品の輸入・販売を行う会社です。 

・YMTR（Yamaha Motor Sanayi ve Ticaret Limited Sirket）は、トルコで二輪車・四輪バギー・ゴルフカーとそれらの部品・

用品などの輸入・販売を行う会社です。 

・YMVN（Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd.）は、ベトナムで二輪車の製造・販売を行う会社です。 

・YMT（台湾山葉機車工業股份有限公司）は、台湾で二輪車の製造および販売を行う会社です。 

・YMTT（台湾山葉興業股份有限公司）は、台湾で二輪車および二輪車用部品の輸出を行う会社です。 

・YMMEX（Yamaha Motor de Mexico, S.A. de C.V.）は、メキシコで二輪車・四輪バギー・ゴルフカーとその部品・用品の製

造・輸入・輸出・販売を行う会社です。 

・YMCN（雅馬哈発動機（中国）有限公司）は、中国で本部機能を担うとともに、当社製品の輸出入・卸販売および部品の

輸出を行う会社です。 

・YMSM(上海雅馬哈建設摩托車銷售有限公司)は、中国で当社製品の販売並びにアフターサービスを行う会社です。 

・YIMS（邪馬哈発動機智能机器（蘇州）有限公司）は、中国で産業用ロボットおよび電動車いすの販売・アフターサービ

スを行う会社です。 

 



技術企画統括部

ＮＰＭ事業統括部

ＥＭ開発統括部

生 産 本 部

生産戦略統括部

社　長 経営会議

リスク・コンプライアンス委員会

統合監査部

新事業開発本部

ＮＬＶ事業統括部

ＮＶ事業統括部

ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ事業推進部

人事総務本部

人事部

グローバル人材開発部

総務部

リスク・コンプライアンス委員会

統合監査部

人事総務本部

生産戦略統括部

先進技術本部

ＮＶ事業統括部

研究開発統括部

技術企画統括部

生 産 本 部

デザイン本部

モビリティ技術本部

ＮＰＭ事業統括部

ＥＭ開発統括部

ＭＳ統括部

財務部

経営管理部

プロセス・ＩＴ部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部

ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ推進部

リスク管理部

法務・知財部

渉外部

企画・財務本部

経営企画部

人事部

グローバル人材開発部

総務部

旧 組 織 図
株主総会

監査役会 監査役室

取締役会

新 組 織 図
株主総会

監査役会 監査役室

取締役会

会　長

社　長 経営会議

リスク管理部

法務・知財部

プロセス・ＩＴ部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部

デザイン本部

技 術 本 部

研究開発統括部

渉外部

企画・財務本部

経営企画部

財務部

経営管理部

ＢＤ製造統括部

戦略統括部

コンポーネント統括部

ＰＦ車両ユニット

技術統括部

ＰＦ車両開発統括部

原価革新統括部

ＵＭＳ事業推進部

プール事業推進部

特機事業統括会社（ＹＭＰＣ）

マリン事業統括部

ＡＭ事業部

海外市場開拓事業部

ビークル＆ソリューション事業本部

I Ｍ 事業部

品質保証統括部

マリン事業本部

ＭＥ事業部

開発統括部

ボート事業部

部品統括部

ＭＣ事業本部

第１事業部

第２事業部

ＵＭＳ統括部

海外市場開拓事業部

ソリューション事業本部

ロボティクス事業部

ＳＭＴ統括部

ＦＡ統括部

ボート事業部

マリン事業部

企画統括部

マーケティング統括部

ＡＭ事業部

戦略統括部

品質保証統括部

マリン事業本部

ＭＥ事業部

開発統括部

部品統括部

ＭＣ事業本部

新ビジネス事業推進部

第１事業部

第２事業部

技術統括部

ＰＦ車両開発統括部

コンポーネント統括部

Ｃ Ｓ 本 部

アフターセールス統括部

調達統括部

パワートレインユニット

パワートレイン開発統括部

コンポーネント統括部

ＰＦ車両ユニット

ＢＤ製造統括部

ＥＧ製造統括部

調 達 本 部

戦略統括部

コンポーネント統括部

Ｃ Ｓ 本 部

アフターセールス統括部

ＳＭＴ統括部

ＦＡ統括部

ＲＶ事業部

ＳＰＶ事業部

ＢＤ製造統括部

ＥＧ製造統括部

調 達 本 部

エンジンユニット

エンジン開発統括部

ＳＰＶ事業部

プール事業推進部

特機事業統括会社（ＹＭＰＣ）


