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2018 年 3 月 29 日

ＧＳユアサグループの
4 月 1 日付機構改革および人事異動について

ＧＳユアサグループの機構改革および人事異動について、添付の通りご連絡いたします。

ＧＳユアサグループの対外発表人事
2017年3月29日
発令年月日：2018年4月1日
＜組織変更＞
〔株式会社 ＧＳユアサ〕
・関係会社室
関係会社室を新設
・総務部
栗東事業所を廃止
・研究開発センター
研究開発戦略室を戦略企画室に改称
第四開発部を廃止
第五開発部を廃止
第六開発部を廃止
・LIB技術開発センター
LIB技術開発センターを新設し、技術企画部、プロジェクト推進部、第一技術部、第二技術部、第三技術部、
第四技術部、第五技術部、第六技術部を設置
・グローバル技術統括センター
グローバル技術統括本部をグローバル技術統括センターに改称
・自動車電池事業部
企画本部 海外業務部を業務部に改称
技術品質本部を廃止
技術品質本部 品質保証部を品質保証本部に昇格し、品質保証部、管理部を設置
技術品質本部 自動車電池技術部を技術本部に昇格し、技術部、管理部を設置
拠点統括本部 事業推進部を再編し、第一事業推進部、第二事業推進部、第三事業推進部とする。産電海外営業部を廃止
・産業電池電源事業部
事業企画本部 管理部を新設
海外販売本部を新設し、営業部を設置
システムエンジニアリング本部 REB推進室を新設
産業用LIB生産本部および下部組織を廃止
産業電池生産本部 産業用リチウムイオン電池部を新設
・リチウムイオン電池事業部
ビジネス本部を廃止
海外事業推進部を廃止
事業推進部を新設
開発本部および下部組織を廃止
〔株式会社 ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス〕
・原価サポート部
原価サポート部を新設
〔株式会社 リチウムエナジー ジャパン〕
・システム設計部
システム設計部を廃止

ＧＳユアサグループの対外発表人事
2017年3月29日
発令年月日：2018年4月1日
＜人事異動＞
株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション
氏名

新職

旧職

継続職

(株式会社 ＧＳユアサ 理財部 担当部長)

コーポレート室 担当部長

〔部長人事〕
佐藤 典明

▽内部統制室 担当部長
兼 株式会社 ＧＳユアサ 関係会社室 担当部長

廣部 雅之

▽コーポレート室 担当部長
兼 株式会社 ＧＳユアサ 総務部 担当部長

大塚 剛

▽株式会社 ＧＳユアサ 関係会社室 担当部長

兼 株式会社 ＧＳユアサ 総務部 担当部長

株式会社 ＧＳユアサ
氏名

新職

旧職

継続職

▽LIB技術開発センター長

(リチウムイオン電池事業部長)

取締役

▽産業電池電源事業部 副事業部長

(経営戦略室 担当部長

執行役員

兼 同事業部 海外販売本部長

兼 株式会社 ＧＳユアサ エナジー 副社長)

〔取締役人事〕
奥山 良一
〔執行役員人事〕
阿部 貴志

兼 同本部 営業部長
河野 健次

▽LIB技術開発センター 副センター長

執行役員
兼 株式会社ブルーエナジー 社長

〔理事人事〕
小西 弘祐

▽グローバル技術統括センター長

(グローバル技術統括本部長)

上席理事

中川 正也

▽グローバル技術統括センター 技術戦略室 担当部長

(グローバル技術統括本部 技術戦略室 担当部長

理事

兼 自動車電池事業部 企画本部 戦略企画部長)

兼 自動車電池事業部 企画本部長

▽グローバル技術統括センター 技術開発本部長

(グローバル技術統括本部 技術戦略室 担当部長

理事

兼 自動車電池事業部 技術本部長

兼 自動車電池事業部 企画本部 管理部 担当部長

兼 自動車電池事業部 企画本部 戦略企画部 担当部長

大前 孝夫

兼 同事業部 技術品質本部長
兼 リチウムイオン電池事業部 副事業部長）
亀田 毅

▽グローバル技術統括センター 副センター長

(経営戦略室 担当部長

兼 同センター 技術戦略室長

兼 グローバル技術統括本部

兼 自動車電池事業部 拠点統括本部長

兼 同本部 技術戦略室長

理事
副統括本部長

兼 同本部 技術開発本部長
兼 同本部 技術開発本部 第二開発部長)
水谷 真久

▽リチウムイオン電池事業部長

(リチウムイオン電池事業部

副事業部長)

〔部長人事〕
岩根 吉彦

▽経営戦略室 担当部長

藤原 尊

▽関係会社室長

(自動車電池事業部 企画本部 副本部長
兼 同本部 海外業務部長)

斎藤 隆裕

▽安全衛生統括部 担当部長

早川 幸宏

▽品質統括部長

(自動車電池事業部 技術品質本部 副本部長)

小西 達也

▽品質統括部 担当部長

(自動車電池事業部 技術品質本部 品質保証部長)

中谷 英司

▽人事部 担当部長

坂本 誠紀

▽株式会社 ＧＳユアサ ソシエ 出向 社長

(株式会社 ＧＳユアサ ウィング 出向 社長)

理事

伊藤 恒卓

▽GS Battery Taiwan Co., Ltd. 出向 董事副総経理

(株式会社 ジーエス･ユアサ コーポレーション コーポレート室 担当部長
兼 株式会社 ジーエス･ユアサ アカウンティングサービス 経理サポート部 担当部長)

塩見 正昭

▽研究開発センター 戦略企画室 担当部長

(研究開発センター 研究開発戦略室 担当部長)

知的財産部長

宇野 元博

▽自動車電池事業部 企画本部 業務部 主幹

(自動車電池事業部 企画本部 海外業務部 主幹)

知的財産部 主幹

稲益 徳雄

▽研究開発センター 戦略企画室長

(研究開発センター 第一開発部長)

片山 禎弘

▽研究開発センター 戦略企画室 担当部長

(研究開発センター 研究開発戦略室 担当部長)

人見 周二

▽研究開発センター 第一開発部長

(研究開発センター 第一開発部 担当部長

兼 研究開発センター 第三開発部 担当部長

兼 同センター 第二開発部 担当部長)

青木 卓

▽研究開発センター 第二開発部長

(研究開発センター 第四開発部長)

中満 和弘

▽研究開発センター 第三開発部長

(リチウムイオン電池事業部 ビジネス本部 企画部 担当部長)

黒葛原 実

▽LIB技術開発センター 技術企画部長

(リチウムイオン電池事業部 開発本部長)

兼 同センター プロジェクト推進部 担当部長
田渕 徹

児玉 充浩

▽LIB技術開発センター 技術企画部 担当部長

(リチウムイオン電池事業部 開発本部 第二開発部 担当部長

兼 リチウムイオン電池事業部 事業推進部 担当部長

兼 同本部 開発企画部 担当部長)

▽LIB技術開発センター 技術企画部 担当部長

(研究開発センター 第三開発部長
兼 同センター 第六開発部 担当部長
兼 リチウムイオン電池事業部 開発本部 第一開発部長)

西山 浩一

▽LIB技術開発センター プロジェクト推進部長

(研究開発センター 第六開発部長
兼 株式会社 リチウムエナジー ジャパン 技術部 担当部長)

佐々木 丈

▽研究開発センター 第二開発部 担当部長

(研究開発センター 第二開発部長

兼 LIB技術開発センター 技術企画部 担当部長

兼 同センター 第五開発部長)

兼 同センター 第一技術部長
船引 厚志

▽LIB技術開発センター 第一技術部 担当部長

(研究開発センター 第三開発部 担当部長
兼 リチウムイオン電池事業部 開発本部 第一開発部 担当部長)

井口 隆明

▽LIB技術開発センター 技術企画部 担当部長

(リチウムイオン電池事業部 開発本部 開発企画部 担当部長

兼 同センター プロジェクト推進部 担当部長

兼 株式会社ブルーエナジー 技術開発部長)

兼 同センター 第二技術部長
丸田 順一

▽LIB技術開発センター 第二技術部 担当部長

岸本 知徳

▽LIB技術開発センター 第三技術部長

(研究開発センター 第六開発部 担当部長
兼 株式会社 リチウムエナジー ジャパン 技術部 担当部長)

石本 孔律

▽LIB技術開発センター 第四技術部長

(リチウムイオン電池事業部 開発本部 第三開発部長

兼 株式会社 リチウムエナジー ジャパン 技術部 担当部長

兼 株式会社 リチウムエナジー ジャパン システム設計部長)

中村 秀司

▽LIB技術開発センター 第四技術部 担当部長

(リチウムイオン電池事業部 開発本部 第三開発部 担当部長)

岡部 一弥

▽LIB技術開発センター 第六技術部長

(リチウムイオン電池事業部 開発本部 開発企画部 担当部長)

秦 公樹

▽グローバル技術統括センター 技術戦略室 担当部長

(グローバル技術統括本部 技術戦略室 担当部長

兼 同センター 技術開発本部 第二開発部長

兼 同統括本部 技術開発本部 第一開発部長

兼 同センター 同本部 第三開発部 担当部長

兼 同統括本部 同本部 第三開発部 担当部長)

▽グローバル技術統括センター 技術開発本部 第一開発部長

(グローバル技術統括本部 技術開発本部 第三開発部長)

今村 智宏

兼 同本部 第三開発部長
江上 新市

下村 公明

▽LIB技術開発センター 第五技術部長

(グローバル技術統括本部 技術戦略室 担当部長

兼 グローバル技術統括センター 技術戦略室 担当部長

兼 同統括本部 生産技術本部 副本部長

兼 同センター 生産技術本部 副本部長

兼 同統括本部 同本部 企画部長

兼 同センター 同本部 生産技術部 担当部長

兼 同統括本部 同本部 生産技術部 担当部長)

▽グローバル技術統括センター 生産技術本部長

(グローバル技術統括本部 生産技術本部長)

兼 同センター 生産技術本部 企画部長
川原 和八

村上 誠

前田 浩志

▽グローバル技術統括センター 生産技術本部 生産技術部長

(グローバル技術統括本部 生産技術本部 生産技術部長

兼 同センター 同本部 企画部 担当部長

兼 同本部 企画部 担当部長）

▽グローバル技術統括センター 生産技術本部 施設管理部長

(グローバル技術統括本部 生産技術本部 施設管理部長

兼 同センター 同本部 企画部 担当部長

兼 同統括本部 同本部 企画部 担当部長)

▽グローバル技術統括センター 生産技術本部 施設管理部 担当部長

▽ユアサエンジニアリング 株式会社 出向 社長

安川 祥二

▽グローバル技術統括センター 生産技術本部 製造技術部長

(グローバル技術統括本部 生産技術本部 製造技術部 担当部長)

畠中 一郎

▽グローバル技術統括センター 生産技術本部 製造技術部 担当部長

(グローバル技術統括本部 生産技術本部 製造技術部長)

北村 雅紀

▽自動車電池事業部 企画本部 戦略企画部長

(リチウムイオン電池事業部 開発本部 第四開発部長
兼 株式会社 リチウムエナジー アンド パワー 出向 社長）

成瀬 昭夫

▽自動車電池事業部 企画本部 業務部 担当部長

(株式会社 ジーエス･ユアサ アカウンティングサービス 経理サポート部 担当部長)

自動車電池事業部 企画本部 管理部 担当部長

兼 株式会社 ジーエス･ユアサ アカウンティングサービス 原価サポート部 担当部長
新川 隆

▽自動車電池事業部 企画本部 業務部長

矢野 馨一

▽自動車電池事業部 企画本部 戦略企画部 担当部長

自動車電池事業部 営業本部 直需営業部長

兼 リチウムイオン電池事業部 市場開発部 担当部長
和田 秀文

▽自動車電池事業部 営業本部 直需営業部 担当部長

(GS Battery Taiwan Co., Ltd. 出向 董事総経理)

港 哲朗

▽自動車電池事業部 生産本部長

(自動車電池事業部 生産本部 副本部長
兼 同本部 京都自動車電池製造部長)

石原 幸二

▽自動車電池事業部 生産本部 京都自動車電池製造部長

(天津湯浅蓄電池有限公司 出向 董事)

兼 同事業部 企画本部 担当部長
中島 弘晴

▽自動車電池事業部 生産本部 京都自動車電池製造部 担当部長

(GS Yuasa Battery Malaysia Sdn Bhd. 出向 社長)

和根﨑 誠

▽自動車電池事業部 品質保証本部長

(品質統括部長)

野阪 武義

▽自動車電池事業部 品質保証本部 品質保証部長

(株式会社 リチウムエナジー ジャパン 製造部 担当部長)

矢野 英俊

▽グローバル技術統括センター 産業電池支援部 担当部長

(自動車電池事業部 技術品質本部 品質保証部 担当部長

兼 自動車電池事業部 品質保証本部 管理部長

兼 グローバル技術統括本部 産業電池支援部 担当部長)

自動車電池事業部 営業本部 海外営業部 担当部長

兼 同本部 品質保証部 担当部長
堀井 徹

▽自動車電池事業部 技術本部 技術部長

(自動車電池事業部 技術品質本部 自動車電池技術部長)

兼 同本部 管理部長
近藤 猛

▽グローバル技術統括センター 技術戦略室 担当部長

(グローバル技術統括本部 技術戦略室 担当部長

兼 自動車電池事業部 技術本部 技術部 担当部長

兼 自動車電池事業部 技術品質本部 自動車電池技術部 担当部長)

廣岡 正章

▽産業電池電源事業部 海外販売本部 営業部 担当部長

(自動車電池事業部 拠点統括本部 事業推進部長)

加藤 英一郎

▽自動車電池事業部 拠点統括本部 第一事業推進部長

守屋 結華

▽自動車電池事業部 拠点統括本部 第三事業推進部長

(自動車電池事業部 拠点統括本部 事業推進部 担当部長)

島崎 雅典

▽自動車電池事業部 拠点統括本部 第二事業推進部長

(自動車電池事業部 拠点統括本部 事業推進部 担当部長)

自動車電池事業部 拠点統括本部 副本部長

自動車電池事業部 中国戦略室長
兼 同事業部 営業本部 直需営業部 担当部長

田中 昌輝

▽GS Yuasa Battery Malaysia Sdn Bhd. 出向 社長

野田 和彦

▽GS Battery Taiwan Co., Ltd. 出向 董事長総経理

(自動車電池事業部 拠点統括本部 副本部長
兼 同本部 産電海外営業部長)

小田 昌美

▽産業電池電源事業部 事業企画本部 管理部長

(産業電池電源事業部 電源システム生産本部 生産管理部 担当部長)

産業電池電源事業部 事業企画本部 企画部長

兼 同事業部 産業電池生産本部 生産管理部 担当部長)
野田 俊幸

▽産業電池電源事業部 電源システム販売本部 担当部長

(株式会社 ジーエス・ユアサ フィールディングス 出向 取締役)

霜尾 健二

▽産業電池電源事業部 電源システム販売本部 東京第一営業部長

(産業電池電源事業部 電源システム販売本部 関西第一営業部 担当部長)

金子 明弘

▽産業電池電源事業部 電源システム販売本部 東京第二営業部長

(産業電池電源事業部 電源システム販売本部 東京第一営業部長)

橋本 秀実

▽産業電池電源事業部 システムエンジニアリング本部 REB推進室長

蒲 新太郎

▽産業電池電源事業部 システムエンジニアリング本部 SE推進部 担当部長

(産業電池電源事業部 システムエンジニアリング本部 SE部 担当部長)

森野 剛雄

▽産業電池電源事業部 システムエンジニアリング本部 SE部 担当部長

(産業電池電源事業部 システムエンジニアリング本部 SE推進部 担当部長)

石田 晴明

▽産業電池電源事業部 システムエンジニアリング本部 SE部 担当部長

米良 慶弘

▽産業電池電源事業部 システムエンジニアリング本部 SE部 担当部長

産業電池電源事業部 システムエンジニアリング本部 副本部長

兼 同本部 SE推進部 担当部長
松野 安男

▽産業電池電源事業部 電源システム生産本部長

樋口 眞己

▽株式会社 いわきユアサ 出向 取締役

金井 一夫

▽産業電池電源事業部 電源システム生産本部 品質保証部 担当部長

田中 三郎

▽産業電池電源事業部 電源システム生産本部 TQM推進部 担当部長

松原 一郎

▽産業電池電源事業部 電源システム生産本部 製造部 担当部長

榎本 朋之

▽グローバル技術統括センター 産業電池支援部長

産業電池電源事業部 電源システム生産本部 生産管理部長

産業電池電源事業部 電源システム生産本部 技術部長

(グローバル技術統括本部 産業電池支援部長)

産業電池電源事業部 産業電池生産本部 品質保証部 担当部長

兼 自動車電池事業部 技術品質本部 品質保証部 担当部長)

兼 同本部 グローバル生産支援部長

竹内 昭裕

▽産業電池電源事業部 産業電池生産本部 グローバル生産支援部 担当部長

山本 雄三

▽産業電池電源事業部 産業電池生産本部 産業用リチウムイオン電池部長

(産業電池電源事業部 産業用LIB生産本部 品質保証部長)

井上 剛文

▽産業電池電源事業部 産業電池生産本部 産業用リチウムイオン電池部 担当部長

(産業電池電源事業部 産業用LIB生産本部 技術部長

兼 リチウムイオン電池事業部 企画部 担当部長

兼 リチウムイオン電池事業部 ビジネス本部 企画部 担当部長)

小田 修弘

▽広東湯浅蓄電池有限公司 出向 董事副総経理

赤松 雅男

▽産業電池電源事業部 特機本部 生産管理部長

塩見 巧一郎

▽産業電池電源事業部 ライティング本部 品質保証部長

▽産業電池電源事業部 産業電池生産本部 産業電池製造部長

(産業電池電源事業部 ライティング本部 製造部長)

兼 同本部 生産管理部 担当部長
長谷川 豊

▽産業電池電源事業部 ライティング本部 製造部長

(産業電池電源事業部 ライティング本部 品質保証部長)

沢井 研

▽リチウムイオン電池事業部 副事業部長

(リチウムイオン電池事業部 ビジネス本部長

兼 同事業部 企画部長

兼 同本部 企画部長)

中島 道也

▽リチウムイオン電池事業部 企画部 担当部長

(リチウムイオン電池事業部 ビジネス本部 企画部 担当部長)

大原 俊夫

▽リチウムイオン電池事業部 企画部 担当部長

(Lithium Energy and Power GmbH & Co. KG 出向 副社長)

上田 高志

▽リチウムイオン電池事業部 企画部 担当部長

(リチウムイオン電池事業部 ビジネス本部 企画部 担当部長

兼 同事業部 製造部 担当部長

兼 同事業部 開発本部 開発企画部 担当部長

兼 株式会社 ジーエス･ユアサ アカウンティングサービス 原価サポート部 担当部長

兼 同本部 製造部 担当部長)

▽リチウムイオン電池事業部 市場開発部長

(リチウムイオン電池事業部 ビジネス本部 市場開発部長

髙村 寛

株式会社 リチウムエナジー ジャパン 営業部 担当部長

兼 同本部 企画部 担当部長
兼 同本部 海外事業推進部長)
田中 俊樹

▽リチウムイオン電池事業部 事業推進部長

(リチウムイオン電池事業部 ビジネス本部 企画部 担当部長

経営戦略室 担当部長

兼 同事業部 開発本部 開発企画部長)
松村 拓児

▽LIB技術開発センター 技術企画部 担当部長

(研究開発センター 第三開発部 担当部長

兼 同センター プロジェクト推進部 担当部長

兼 自動車電池事業部 技術品質本部 自動車電池技術部 担当部長

兼 自動車電池事業部 技術本部 技術部 担当部長

兼 リチウムイオン電池事業部 開発本部 第二開発部長)

兼 リチウムイオン電池事業部 事業推進部 担当部長
牧 孝雄

▽リチウムイオン電池事業部 品質保証部長

(リチウムイオン電池事業部 開発本部 品質保証部 担当部長)

立入 利之

▽リチウムイオン電池事業部 製造部長

(リチウムイオン電池事業部 開発本部 品質保証部長

株式会社 ジーエス･ユアサ テクノロジー 特殊･大型リチウムイオン電池本部 製造部 担当部長

兼 同本部 製造部長)
小宮山 敏光

八重樫 健

▽理財部 担当部長

(株式会社 リチウムエナジー ジャパン 人事総務部 担当部長

兼 株式会社 ジーエス･ユアサ アカウンティングサービス 原価サポート部長

兼 同社 生産管理部長)

▽リチウムイオン電池事業部 市場開発部 担当部長

(リチウムイオン電池事業部 ビジネス本部 海外事業推進部 担当部長

株式会社 リチウムエナジー ジャパン 取締役

兼 株式会社 リチウムエナジー ジャパン 製造部長)

兼 同社 生産技術部長

(リチウムイオン電池事業部 開発本部 品質保証部 担当部長)

株式会社 リチウムエナジー ジャパン 品質保証部長

上西 進

▽リチウムイオン電池事業部 品質保証部 担当部長

木村 剛史

▽リチウムイオン電池事業部 市場開発部 担当部長

中村 純

▽LIB技術開発センター 第三技術部 担当部長
兼 株式会社ブルーエナジー 技術開発部長

株式会社ブルーエナジー 営業部長
(株式会社ブルーエナジー 生産技術部長)

株式会社ブルーエナジー 生産部 担当部長

株式会社 GSユアサ エナジー
氏名

新職

旧職

継続職

田口 修至

▽副社長

(取締役)

谷川 浩一

▽経理部長

取締役

吉井 史彦

▽人事･総務部長

取締役

〔取締役人事〕

事業企画部長
〔部長人事〕
藤村 幸男

▽経理部 担当部長

(経理部長)

株式会社 ジーエス･ユアサ テクノロジー
氏名

新職

旧職

山本 靖志

▽事業推進部 担当部長

(大容量リチウムイオン電池本部 事業管理部長)

植西 宏光

▽産業電池本部 産業電池製造部長

(産業電池本部 産業電池品質管理部長)

竹田 裕紀

▽産業電池本部 産業電池品質管理部長

野尻野 雅俊

▽大容量リチウムイオン電池本部 事業管理部長

田中 一行

▽大容量リチウムイオン電池本部 製造部長

広岡 篤

▽大容量リチウムイオン電池本部 製造部 担当部長

松尾 和政

▽大容量リチウムイオン電池本部 品質管理部長

(大容量リチウムイオン電池本部 製造部長)

畑中 照弘

▽大容量リチウムイオン電池本部 品質管理部 担当部長

(大容量リチウムイオン電池本部 品質管理部長)

継続職

〔部長人事〕

(大容量リチウムイオン電池本部 製造部 担当部長)

株式会社 リチウムエナジー ジャパン
氏名

新職

旧職

▽人事総務部 担当部長

(株式会社 ＧＳユアサ 人事部 担当部長)

継続職

〔部長人事〕
中辻 和弥

▽経営企画部 担当部長
高溝 広宣

▽製造部長

(株式会社 ＧＳユアサ 産業電池電源事業部 システムエンジニアリング本部 SE推進部 担当部長
兼 同事業部 産業用LIB生産本部長
兼 同本部 企画部長
兼 同本部 生産部長)

石田 友久

▽生産管理部長

株式会社ブルーエナジー
氏名

新職

旧職

▽生産技術部長

(生産技術部 担当部長)

継続職

〔部長人事〕
坪田 昭彦

以上

