
 

2017年 12月 28日 

 

人事異動について 
 

株式会社デンソー（本社：愛知県刈谷市、社長：有馬 浩二）は、以下のとおり 2018年 1月 1日付けで、

人事異動を実施します。 

 

1月 1日付け グローバルマネジメント職 1級                          〇印は昇格者 

氏名 新役職 旧役職 

〇矢貫 雅彦  経営企画部 グローバル事業企画室 

担当部長 

トヨタ部 第 6営業室長 

中川 真也  技術企画部 技術戦略室 担当部長 DP-Mobility IoT推進室 担当部長 

山﨑 博之  材料技術部 グローバル統括室 

担当部長 

(株)SOKEN 出向 

〇松永 泰明 工機部 担当部長 工機部 技術開発室長 

山口 幸雄  部品エンジニアリング部 担当部長 ガソリン噴射製造部長 

戸川 大輔  市販事業統括部 フリート室長 電装(中国)投資 出向 

曽根 嘉人  パワトレインシステム事業グループ 

パワトレインシステム経営企画室 

担当部長 

パワトレインコンポーネント事業部 

パワトレイン機器企画室 担当部長 

木村 雅人  ガソリン噴射製造部長 ディーゼル噴射製造部長 

〇伊藤 秀樹  電子製造部 第 2生産技術室長 電子製造部 第 1生産技術室 担当次長 

小野田 邦広  半導体デバイス事業部 担当部長 デンソー・インターナショナル・アメリカ 出向 

〇片山 典浩  半導体品質保証部長 半導体品質保証部 第 3品質保証室長 

堀場 啓二  半導体品質保証部 担当部長 半導体品質保証部長 

萩原 康正  サーマルシステム開発統括部 

NEGP特定開発室 担当部長 

サーマルシステム開発統括部 担当部長 

栗山 直久  エアコンディショニング開発 1部長 デンソー・インターナショナル・アメリカ 出向 

〇北野 勇樹  クーリングシステム事業部 

クーリングシステム企画室長 

クーリングシステム事業部 

クーリングシステム企画室 

原価企画課長 

〇小沢 郁雄  クーリングシステム技術部 

第 3技術室長 

トヨタ自動車(株) 出向 

宮地 智弘  インフォメーション&セーフティシステム事

業グループ  

モビリティシステム&サービス開発室長 

DP-Mobility IoT推進室長 



山中 恭一  インフォメーション&セーフティシステム事

業グループ  

モビリティシステム&サービス開発室  

担当部長 

DP-Mobility IoT推進室 担当部長 

〇渡辺 浩二  アドバンストセーフティ事業部 副事業部

長 

先進安全システム技術部長 

藤原 正英  アドバンストセーフティ事業部  

先進安全企画室長 

(株)アドヴィックス 出向 

清水 修  新事業推進部 AgTech推進室長 新事業推進部 新事業企画室長 

土田 誠  新事業推進部 新事業企画室長 調達 3部長 

西野 直樹  (株) アドヴィックス 出向 アドバンストセーフティ事業部 

先進安全企画室長 

柴田 昇光  (株) アドヴィックス 出向 トヨタ部 企画戦略室長 

伊藤 肇  (一社)日本自動車部品工業会 出向 電装(中国)投資 出向 

鷺池 真彦  (株)デンソーテン 出向 ICT事業部 担当部長 

川島 俊哉  (株)デンソー福島 出向 クーリングシステム事業部 

クーリングシステム企画室長 

都筑 祥博  デンソー・インターナショナル・アメリカ 出

向 

品質管理部 担当部長 

山口 洋之  デンソー・インターナショナル・アメリカ 出

向 

エアコンディショニング開発 1部長 

田中 裕章  デンソー・インターナショナル・アメリカ 出

向 

ADAS推進部 担当部長 

大河内 隆樹  デンソー・ド・ブラジル 出向 技術企画部 担当部長 

大隅 公彦  デンソー・インターナショナル・アジア 出

向 

トヨタ部 担当部長 

福井 貴敏  デンソー・セールス・タイランド 出向 トヨタ部 第 3営業室長 

柏木 裕之  デンソー・コリア・オートモーティブ 出向 パワトレイン機器製造部 担当部長 

鵜飼 孝和  電装(中国)投資 出向 デンソー・インターナショナル・アジア 出向 

計 35名 

 

以 上        

◇本件に関するお問い合わせ先 

株式会社デンソー 広報部    上原、松田、鈴木        TEL0566－25－5594 

 

 

 



【ご参考】 

グローバルマネジメント職 1級昇格者  

氏名 所属 

白井 智明 情報システム部 次世代システム開発室 

矢貫 雅彦 経営企画部 グローバル事業企画室 

吉田 光輝 人事部 ダイバーシティ推進室 

山中 昭利 知的財産部 

和戸 弘幸 先端研究 2部 デバイス研究 1室 

中村 哲 工機部 

松永 泰明 工機部 

多田 勉 生産企画部 生産企画 1室 

加藤 伸 資材調達部 材料調達室 

神谷 健 エンジンコンポーネント事業部エンジン機器企画室 

片渕 亨 エンジン機器品質保証部 

八木 豊児 エレクトリフィケーション開発部 EVシステム開発室 

山本 崇 エレクトリック機器製造部 部品生産技術室 

田嶋 角栄 エレクトリック機器製造部 製造変革室 

河端 彰 電子品質保証部 

伊藤 秀樹 電子製造部 第 2生産技術室 

村田 健一 半導体デバイス事業部 半導体企画室 

片山 典浩 半導体品質保証部 

山口 剛 半導体製造 2部 

小川 幸男 エアコンディショニング開発 2部 

磯部 憲明 エアコンディショニング製造 2部 

北野 勇樹 クーリングシステム事業部 クーリングシステム企画室 

小沢 郁雄 クーリングシステム技術部 第 3技術室 

松久 覚 
インフォメーション&セーフティシステム事業グループ インフォメーション

&セーフティシステム経営企画室 

竹内 裕喜 エレクトロニックコントロールコンポーネント部 電気制御企画室 

金森 直人 ICT機器開発部 

加藤 香平 ICT技術 1部 第 1技術室 

渡辺 浩二 アドバンストセーフティ事業部 

水谷 幸樹 先進安全製造部 大安技能者育成推進室 

酒井 敏也 新事業推進部 情報ソリューション事業室 

伊山 昌典 アスモ(株) 出向 

杉本 英樹 (株)エヌエスアイテクス 出向 

福田 和啓 (株)デンソーエアクール 出向 



岩瀬 英嗣 (株)デンソーセールス 出向 

川崎 宏治 トヨタ自動車(株) 出向 

Tianjin Liu デンソー・インターナショナル・アメリカ  

堂園 博明 デンソー・インターナショナル・アメリカ  出向 

Martin Deschenes デンソー・マニュファクチュアリング・テネシー  

出口 喜昭 デンソー・ヨーロッパ  出向 

Karel Balatka デンソー・オートモーティブ・ドイツ  

伊藤 浩之 デンソー・セールス・ベルギー 出向 

垣内 昭彦 デンソー・インドネシア  出向 

奥田 規博 デンソー・インターナショナル・コリア 出向 

計 43名 

以 上 


