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News Release 

報道関係者各位 

平成 30 年 3 月 23 日 

機 構 改 革 
 

 

【平成 30年 4月 1日付】 

1. 調達本部の新設 

内容： 外部調達価格の低減を目的としたグローバル調達と集中購買の強化を行い、また、

物流コストの低減を行うため、調達・物流部を廃止し、「調達本部」を新設。 

     調達本部に「グローバル調達部」、「調達企画部」、「調達管理部」を設置。 

2. アフターマーケット事業本部の組織を統合 

内容： アフターマーケット事業本部のマーケティング機能と営業機能の連携強化、および

業務効率の向上を目的に、事業企画部と自動車アフターマーケット部、産業機械

アフターマーケット部、生産企画管理部の業務を統合し、「アフターマーケット部」を

新設。 

3. 産業機械事業本部の技術部門を再編 

内容： 成長性の高いロボット関連や IoT関連等の新規領域におけるプレゼンスの確立と、

CAEや AI等のデジタル技術の取り組みによる技術の高度化と業務効率の向上を

目的に、産業機械技術部とロボット技術部、鉄道技術部、大型風力発電技術部、

CMS技術部を再編し、「適用技術部」と「ロボティクス・センシング技術部」を新設。 

① 産業機械技術部と鉄道技術部、大型風力発電技術部、ロボット技術部の一部

機能を統合した「適用技術部」を新設。 

② ロボット技術部と CMS技術部を統合し、ロボティクス商品およびセンサー商品

等の開発・設計機能を集約した「ロボティクス・センシング技術部」を新設。 

4. 自動車事業本部にドライブシャフト事業推進部を新設 

内容： 2018年 3月末の活動期限を持つドライブシャフト事業強化プロジェクトの機能を、

自動車事業本部へ移管し、「ドライブシャフト事業推進部」を新設。 
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人 事 異 動（役員人事） 

【平成 30 年 4 月 1 日付】 

新職 旧職 氏 名 

代表取締役副社長 

▽複合材料商品事業部担当 

（兼）人事部門管掌 

▽（兼）ｱｸｽﾙﾕﾆｯﾄ事業強化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

   統括責任者 

代表取締役副社長 

自然エネルギー商品事業部担当 

（兼）人事部門管掌 

（兼）ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ事業強化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

   統括責任者 

井上 博徳 

常務取締役 

▽財務本部担当 

（兼）総務・環境管理部担当 

（兼）CSR(社会的責任)推進本部管掌 

常務取締役 

財務本部 本部長 

（兼）総務・環境管理部担当 

（兼）CSR(社会的責任)推進本部管掌 

大橋 啓二 

取締役 

生産部門担当 

▽（兼）調達本部担当 

取締役 

生産部門担当 

（兼）調達・物流部担当 

辻  秀文 

取締役 

産業機械事業本部 本部長 

▽（兼）自然エネルギー商品事業部担当 

取締役 

産業機械事業本部 本部長 

（兼）複合材料商品事業部担当 

川島 一貴 

常務執行役員 

▽新商品戦略本部担当 

▽（兼）複合材料商品事業部担当 

▽（兼）NTN ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ株式会社会長 

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）自然ｴﾈﾙｷﾞｰ商品事業部担当 

森 夏比古 

常務執行役員 

▽財務本部 本部長 

常務執行役員 

米州地区総支配人室 総支配人 

（兼）NTN USA CORP. 社長 

（兼）アメリカ NTN販売 会長 

十河 哲也 

▽常務執行役員 

▽経営戦略本部 特命・渉外担当 

執行役員 

経営戦略本部 副本部長 
松尾 隆之 

 執行役員 

▽米州地区総支配人室 総支配人 

▽（兼）NTN USA CORP. 社長 

▽（兼）アメリカ NTN販売 会長 

執行役員 

自動車事業本部 副本部長 

（兼）磐田製作所長 

三宅 勝明 

 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 

産業機械事業本部 副本部長 

（兼）桑名製作所長 

上田  智 

▽は、新職を表しています。 
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 執行役員 

▽経営戦略本部 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)投資有限公司董事 

山本 正明 

 執行役員 

 生産戦略部長 

▽（兼）生産技術研究所担当 

執行役員 

生産戦略部長 
皆見 章行 

▽は、新職を表しています。 

 

 

【平成 30 年 3 月 31 日付】 

 退任執行役員 

  常務執行役員 小岩井 功  

 

 



    NTN 株式会社 
〒550-0003 大阪市西区京町堀 1 丁目 3 番 17 号 

TEL: 06(6443)5001 

http://www.ntn.co.jp 

4/5 

News Release 

人 事 異 動 

【平成 30 年 4 月 1 日付】 

新職 旧職 氏 名 

▽中国地区総支配人室 副総支配人 財務本部 副本部長 木下 俊平 

アセアン・大洋州地区総支配人室 

▽副総支配人 
アセアン・大洋州地区総支配人室 柳田 圭治 

▽新商品戦略本部 本部長 

(兼) 商品化戦略部長 

新商品戦略本部 

商品化戦略部長 
沖  芳郎 

▽調達本部 本部長 

 (兼) 公正取引推進責任者 

調達・物流部長 

(兼) 公正取引推進責任者 
賀茂 邦男 

▽調達本部 グローバル調達部長 調達・物流部 副部長 佐溝安三郎 

▽調達本部 調達企画部長 調達・物流部 舟木 健次 

▽調達本部 調達管理部長 調達・物流部 土橋 浩幸 

▽原価企画部長 ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ事業強化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 内宮 尚志 

生産技術研究所 

▽設備開発部長 

生産技術研究所  

設備開発部 
塩見  司 

▽アフターマーケット事業本部 副本部長 NTN BEARING CORP. OF AMERICA 安岡 俊和 

 アフターマーケット事業本部 副本部長 

▽アフターマーケット部長 

ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ事業本部 副本部長 

（兼）事業企画部長 

（兼）自動車アフターマーケット部長 

竹田 清隆 

産業機械事業本部  

▽適用技術部長 

産業機械事業本部   

鉄道技術部長 
片岡 雅彦 

産業機械事業本部 

▽ロボティクス･センシング技術部長 

産業機械事業本部 

ロボット技術部長 
中村 昌平 

▽産業機械事業本部 副本部長 

▽（兼）桑名製作所長 
中国地区総支配人室 副総支配人 市川 博幸 

 産業機械事業本部 

▽桑名製作所 鋼球工場長 

産業機械事業本部 

桑名製作所  品質保証部 副部長 
瀬古 真弥 

▽は、新職を表しています。 
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自動車事業本部  

▽ドライブシャフト事業推進部長 
ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ事業強化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 大庭 章弘 

自動車事業本部 

▽自動車軸受技術部長 

自動車事業本部 

自動車軸受技術部 副部長 
清水 康宏 

自動車事業本部 

▽ニードル軸受技術部長 

自動車事業本部 

ニードル軸受技術部 
木内 政浩 

自動車事業本部 

▽宇都宮自動車支社長 

自動車事業本部 

浜松自動車支社長 
田辺 晃三 

自動車事業本部 

▽浜松自動車支社長 

自動車事業本部 

事業企画部 
竹山 和広 

▽複合材料商品事業部長 ＮＴＮ精密樹脂㈱ 社長 牟禮 俊宏 

▽㈱NTNセールスジャパン 社長 
アフターマーケット事業本部 

西日本支社長 
黒田 宗博 

▽㈱ＮＴＮ袋井製作所 社長 ＮＴＮテクニカルサービス㈱ 尾田 博司 

▽㈱ＮＴＮ能登製作所 社長 ㈱ＮＴＮ袋井製作所 社長 中島 淑岳 

▽㈱ＮＴＮ羽咋製作所 社長 生産戦略部 大石 英樹 

▽ＮＴＮ精密樹脂㈱ 社長 ＮＴＮ精密樹脂㈱ 企画部長 伊藤 紀男 

▽㈱ＮＴＮ備前製作所 社長 ㈱ＮＴＮ羽咋製作所 社長 足立原勇次 

▽AMERICAN NTN BEARING MFG. CORP. 社長 
AMERICAN NTN BEARING MFG. CORP. 

副社長 
Mike Bilyk 

▽NTN MANUFACTURING DE MEXICO,  

S.A. DE C.V. 社長 

NTN MANUFACTURING DE MEXICO,  

S.A. DE C.V. 
谷本  勇 

▽NTN SUDAMERICANA，S.A. 社長 NTN SUDAMERICANA，S.A. 副社長 西村 俊也 

▽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 
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NTN株式会社 広報･IR部 

TEL: 06(6449)3579 FAX: 06(6443)3226 


