
 

 

2018年 3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 4月1日付けで、人事異

動を実施します。 

 

4月 1日付け 理事 

氏名 新役職 旧役職 

大谷 篤史 生産革新センター 理事 ＦＡ事業部ＦＡ開発室長 

田尾 吉伸 調達グループ 副グループ長 調達グループ 理事 

札内 哲三 営業グループ 理事 グローバル営業企画部 理事 

矢野 健三 エレクトロニクス事業部 副事業部長 デンソー・オートモーティブ・ドイツ 出向 

野尻 孝男  （株）アドヴィックス 出向 技術開発センター 理事 

計 5名 

 

 

4月 1日付け グローバルマネジメント職 1級 

氏名 新役職 旧役職 

澤 芳彦 
東京支社コーポレートバリュー推進室 担

当部長 
広報部長 

松本 直樹 
東京支社電子基盤先行開発室 担当部

長 
東京支社電子基盤先行開発室長 

坂 要一郎 
東京支社モビリティシステム先端開発室 

担当部長 

デンソー・インターナショナル・アジア（タイ） 

出向 

杉浦 正則 グローバル戦略部長 グローバル戦略室長 

羽谷 英紀 経営企画部 副部長 経営企画部事業計画室長 

矢貫 雅彦 経営企画部グローバル事業企画室長 
経営企画部グローバル事業企画室 担当部

長 

鈴木 裕史 
経営企画部グローバル事業企画室 

担当部長 
経営企画部グローバル事業企画室長 

道場 広貢 
情報システム部グローバル企画室 担当

部長 
情報システム部グローバル企画室長 

伊藤 義人 コーポレートセンター 担当部長 
デザイン部未来実験室価値実験 2 課 担当

部長 

林 克憲 コーポレートセンター秘書室長 

エレクトリフィケーションコンポーネント事業

部  

エレクトリフィケーション機器企画室長 



佐野 靖彦 経理部湖西経理室長 アスモ(株) 

神戸 千隆 広報・渉外部長 東京支社 渉外・価値創造推進室長 

加藤 晋也 人事部長 人事部 副部長 

石川 智康 人事部事業統合プロジェクト室長 アスモ(株) 

加藤 明弥 人事部労務室 担当部長 人事部労務室長 

吉田 光宏 高棚製作所長 資材調達部長 

加藤 享嗣 湖西製作所長 アスモ(株) 

吉田 直広 湖西製作所 副所長 アスモ(株) 

樋口 正浩 技術企画部先進モビリティ戦略室長 ADAS推進部事業推進室長 

藤綱 雅己 技術企画部先端 R&D戦略室 担当部長 研究開発 2部 担当部長 

杉山 義明 技術企画部 VI室 VI課 担当部長 
東京支社 VI 室ソーシャルデザイン課 担当

部長 

沼沢 成男 技術企画部 VI室技術企画課 担当部長 東京支社 VI室 担当部長 

加藤 精一 
技術開発推進部技術人材組織開発室 

担当部長 
技術開発推進部技術人材組織開発室長 

岡田 稔 
先進モビリティシステム開発部 V システ

ム開発室長 
ADAS推進部車両システム開発室長 

澤田 学  
先進モビリティシステム開発部 M システ

ム開発室長 
研究開発 1部長 

成迫 剛志 MaaS開発部長 
技術開発センター 

デジタルイノベーション室長 

和戸 弘幸 デバイス研究部長 先端研究 2部デバイス研究 1室長 

岩森 則行 デバイス研究部 担当部長 先端研究 2部長 

平野 哲夫 エレクトロニクス研究部 担当部長 研究開発 2部 担当部長 

北野 晶之 生産革新企画部長 生産企画部長 

多田 勉 生産革新企画部 担当部長 生産企画部生産企画 1室長 

斎藤 賢宏 生産技術部 担当部長 エレクトリフィケーション機器製造部長 

大塚 春彦 
生産技術部 PIC働き方改革推進室 担当

部長 

生産革新センター統括室製造人材開発課 

担当部長 

岡田 浩 生産技術部 Factory IoT室 担当部長 生産管理部GSCM推進室長 

杉山 聡 部品エンジニアリング部 担当部長 部品エンジニアリング部型技術室長 

山口 幸雄 
部品エンジニアリング部源流エンジニア

リング推進室長 
部品エンジニアリング部 担当部長 

国定 宏明 生産管理部 担当部長 物流部長 

加藤 伸 資材設備調達部長 資材調達部材料調達室長 

永田 貴嗣 営業グループ営業戦略室長 デンソー・インターナショナル・インド 出向 

中野 義雄 営業グループ営業戦略室 担当部長 デンソー・セールス・タイランド 出向 

池永 庄吾 営業グループ営業戦略室 担当部長 東京第 2営業部長 

加藤 洋一 営業グループ営業戦略室 担当部長 グローバル営業企画部長 



鵜飼 貞之 営業グループ小型モータ営業室長 アスモ(株) 

鈴木 雅之 
営業グループ小型モータ営業室 担当部

長 
アスモ(株) 

岡西 眞人 
営業グループ小型モータ営業室 担当部

長 
アスモ(株) 

下川 和幸 東京第 2営業部長 東京第 2営業部第 3営業室長 

山下 幸宏 パワトレインシステム開発部長 ガソリンシステム技術部 担当部長 

竹村 秀司 エンジンシステム事業部 副事業部長 ガソリンシステム事業部長 

外尾 隆幸 
エンジンシステム事業部 SIFS プロジェク

ト室長 
ガソリン噴射技術 1部長 

松村 充浩 エンジンシステム企画部長 
ディーゼルシステム事業部ディーゼル企画

室長 

津田 知是 エンジンシステム品質保証部長 ディーゼルシステム品質保証部長 

伊藤 正佳 エンジンシステム技術部長 ディーゼルシステム事業部 副事業部長 

田畑 太郎 エンジンシステム技術部 副部長 ガソリンシステム品質保証部長 

中根 浩昭 エンジンシステム技術部 担当部長 ガソリンシステム技術部長 

大畑 耕一 ガソリン噴射技術部長 ガソリン噴射技術 2部長 

中島 樹志 
エンジンコンポーネント事業部  

副事業部長 
パワトレインシステム開発部長 

嶋津 彰 
パワトレイン機器品質保証部プロジェクト

推進課 担当部長 
パワトレイン機器品質保証部長 

新屋敷 博之 

エレクトリフィケーションシステム事業グ

ループ  

エレクトリフィケーションシステム経営企

画室長 

経理部長 

石塚 康治 Eco Mobilityシステム開発部長 パワトレインシステム開発部 担当部長 

松本 修一 Eco Mobilityシステム開発部先進DE室長 
パワトレインシステム開発部開発プロセス

改革室長 

八木 豊児 
エレクトリフィケーションシステム開発部 

担当部長 

エレクトリフィケーションシステム開発部 

EVシステム開発室長 

山村 真史 モータ先行開発部長 スマートモータ革新部長 

梅田 敦司 
モータ先行開発部コア技術開発１室 担

当部長 

エレクトリック機器開発部開発 1 室 担当部

長 

宇野 春彦 
モータ先行開発部モータ開発３室 担当

部長 

スマートモータ革新部モータシステム開発

室長 

細矢 章文 エレクトリック機器品質保証部長 エレクトリック機器品質保証部 担当部長 

川野 有輔 エレクトリック機器品質保証部 担当部長 エレクトリック機器品質保証部長 

山下 大輔 エレクトリック機器開発部長 
エレクトロニックコントロール 

コンポーネント部長 

柴山 賢一 エレクトリック機器製造部長 デンソー・インド 出向 



紅林 淳  
エレクトリック機器製造部生産技術室 担

当部長 

エレクトリック機器製造部グローバル製造戦

略室長 

氏家 剛士郎 

エレクトリフィケーションコンポーネント 

事業部 エレクトリフィケーション 

機器企画室長 

コーポレートセンター 原価企画室長 

小林 徹也 

エレクトリフィケーションコンポーネント 

事業部 エレクトリフィケーション 

機器技術企画室長 

エレクトリフィケーション機器技術１部 担当

部長 

渡部 裕治 モータ事業部 副事業部長 アスモ（株） 

尾崎 次雄 モータ事業部 副事業部長 アスモ（株） 

滝 文隆 モータ企画部長 アスモ（株） 

鈴木 英毅 モータ企画部第 4企画室長 アスモ(株) 出向 

望月 昭宏 モータ企画部 担当部長 アスモ(株) 

河合 文月 モータ企画部第 3企画室長 アスモ(株) 

内山田 浩 モータ品質保証部長 アスモ（株） 

石塚 俊康 モータ品質保証部 担当部長 アスモ(株) 

下山 泰樹 モータ性能開発部長 アスモ（株） 

竹内 繁 モータエレクトロニクス開発部長 アスモ（株） 出向 

奥川 浩巳 視界技術部長 アスモ（株） 

柴田 敏行 視界技術部 担当部長 アスモ(株) 

遠藤 克己 モータ技術 1部長 アスモ（株） 

尾嵜 裕己 モータ技術 2部長 アスモ（株） 

伊藤 裕司 モータ技術 3部長 アスモ（株） 出向 

後藤 光年 モータ製造企画部長 アスモ（株） 

鴨川 純佳 モータ生産技術開発部長 アスモ（株） 

永柄 弘 モータ生産技術開発部 担当部長 アスモ(株) 

市川 裕芳 視界製造部長 アスモ（株） 

伊山 昌典 モータ製造 2部長 アスモ（株） 

小久保 賀白 電子基盤技術統括部企画室長 電子基盤技術統括部企画室 担当部長 

河端 彰 エレクトロニクス品質保証部長 電子品質保証部 担当部長 

中屋 健司 エレクトロニクス品質保証部 担当部長 電子品質保証部長 

中井 和彦 
パワトレインエレクトロニクス技術１部  

担当部長 
電子技術 3部 担当部長 

青山 雅之 
センサ&セミコンダクタ事業部  

センサ戦略室非車載商品企画課長 

生産技術研究部 PALAP事業プロジェクト室

長 

吉村 聡史 
パワーモジュール技術部パワーモジュー

ル戦略室 担当部長 

パワーモジュール技術部パワエレ先行開発

室長 

佐藤 英明 
ヒートエクスチェンジャー開発部 担当部

長 
エアコン開発 1部開発 4室長 



垣内 昭彦 サーマルシステム製造企画部 担当部長 デンソー・インドネシア 出向 

小沢 郁雄 クーリングシステム技術部 担当部長 クーリング技術部第 3技術室長 

林 由典 
エレクトロニックコントロール 

コンポーネント部長 
エレクトリック機器開発部長 

柴田 浩 モビリティシステム統括部 担当部長 電子基盤システム開発部長 

石原 和嘉 

モビリティシステム統括部  

モビリティシステム戦略室モビリティシス

テム戦略課長 

電子基盤技術統括部企画室長 

宮地 智弘 モビリティシステム&サービス開発部長 
インフォメーション&セーフティ事業グループ 

モビリティシステム&サービス開発室長 

伊藤 哲夫 
モビリティシステム&サービス開発部シス

テム開発室長 
ICT技術 3部第 1技術室長 

寺島 規朗 モビリティプラットフォーム開発部長 ICT基盤開発部長 

林田 篤 
コネクティッド&コックピット事業部  

副事業部長 

ICT技術 2部長 

 

鈴木 路葉 コネクティッド&コックピット企画部長 ICT企画部 担当部長 

小林 幹志 
コネクティッド&コックピット企画部 担当部

長 
ICT企画部長 

伊藤 公二 
コネクティッド&コックピット品質保証部 担

当部長 
ICT品質保証部第 3品質保証室長 

金森 直人 コネクティッド&コックピット開発部長 ICT機器開発部長 

植村 圭 コックピット技術 2部長 ICT事業部先端ハード開発室長 

荻野 博康 コネクティッド技術部長 デンソー・コリア・エレクトロニクス 出向 

石原 和明 
コネクティッド技術部第１技術室 担当部

長 
ICT技術 3部長 

加藤 直也 新事業統括部 新事業開発室 担当部長 技術開発センターRobotics開発室長 

清水 修 AgTech推進部 副部長 新事業推進部 AgTech推進室長 

池田 晴彦 AgTech推進部営業・マーケティング室長 新事業推進部 担当部長 

西島 義明 学校法人名古屋電気学園 出向 研究開発 2部 担当部長 

吉川 政博 （株）TDモバイル 出向 
市販事業統括部市販事業企画室 担当部

長 

岸本 正志 （株）デンソーアイティーラボラトリ 出向 先進安全システム技術部 担当部長 

野田 和伸 
（株）デンソーEMC エンジニアリングサー

ビス出向 

新事業推進部エネルギーシステム開発室 

担当部長 

木本 修司 アスモ・ノースアメリカ 出向 アスモ(株) 

鈴木 章浩 
アスモ・マニュファクチュアリング・デ・メキ

シコ出向 
アスモ(株)  

安達 忠史 デンソー・オートモーティブ・ドイツ 出向 アスモ(株) 

西田 登 
デンソー・マニュファクチュアリング・ハン

ガリー 出向 

ディーゼルシステム事業部ディーゼル企画

室 担当部長 



仲 美雄 デンソー・タイランド 出向 エレクトリック機器製造部長 

勝呂 安範 アスモ・インドネシア 出向 アスモ(株) 

加納 寛貢 アスモ・ミャンマー 出向 アスモ(株) 

松永 泰明 
デンソー・インターナショナル・インド 出

向 
工機部 担当部長 

新美 光司 阿斯莫（杭州蕭山）微電機 出向 アスモ(株) 

計 130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    吉田、奥山        TEL0566－25－5593 


