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News Release 

報道関係者各位 

平成 30 年 9 月 21 日 

機 構 改 革 
 

 

【平成 30年 10月 1日付】 

1. 生産本部を新設 （本部内に生産戦略部を移設、需給センターを設置） 

内容： 一貫した指揮命令系統の下で効率的な生産活動を推進するため、「生産本部」を

新設し、「生産戦略部」を移設するとともに、新たに「需給センター」を設置。 

     需給センターは、基幹システムの再構築に伴い、統括的・一元的な管理による棚卸

資産回転率や業務効率、納期遵守率の向上を図る目的で新設。これに伴い、  

産業機械事業本部および自動車事業本部の「生産企画管理部」を廃止。 

2. 関係会社 3社を吸収合併 

内容： ㈱ＮＴＮ金剛製作所、㈱ＮＴＮ三雲製作所およびＮＴＮ精密樹脂㈱を吸収合併し、

産業機械事業本部に「金剛製作所」、自動車事業本部に「三雲製作所」、複合商

品事業部に「精密樹脂製作所」を新設。 

① 金剛製作所に「もの造りセンター」、「管理部」、「品質保証部」、「ボールベアリ

ング工場」を移設。 

② 三雲製作所に「もの造りセンター」、「品質保証部」、「製造部」を移設し、「管理

部」を新設。 

③ 精密樹脂製作所に「もの造りセンター」、「管理部」、「品質保証部」、「樹脂工

場」を移設。 

④ 複合材料商品事業部に「精密樹脂技術部」を新設。 

3. ＥＨＳ（環境・労働安全衛生）統括部を新設 

内容： 世界で関心が高まる環境（Environment）、健康・衛生（Health）、安全（Safety）分野

を一体的に推進していくため、人事部の安全衛生機能と総務・環境管理部の環境

管理機能を移管させた「ＥＨＳ（環境・労働安全衛生）統括部」を新設。 

これに伴い、総務・環境管理部を「総務部」へ改称。 

4. ＣＡＥ開発研究所を新設 

内容： ＣＡＥ技術の高精度化等を図るため、「ＣＡＥ開発研究所」を新設。 

これに伴い、自動車事業本部の「ＣＡＥ技術部」を廃止。 

5. アフターマーケット事業本部 アフターマーケット技術部を改称 

内容： アフターマーケット技術部を「テクニカルサービス部」へ改称。 
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人 事 異 動（役員人事） 

【平成 30 年 10 月 1 日付】 

新職 旧職 氏 名 

常務取締役 

財務本部担当 

▽（兼）総務部担当 

（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 

大橋 啓二 

取締役 

▽生産本部 本部長 

（兼）調達本部担当 

▽（兼）生産技術研究所担当 

取締役 

生産部門担当 

（兼）調達本部担当 

辻  秀文 

 常務執行役員 

▽研究部門担当 

常務執行役員 

先端技術研究所担当 

（兼）商品開発研究所長 

江上 正樹 

 執行役員 

▽EHS(環境・労働安全衛生)統括部長 

▽（兼）人事部担当 

 （兼）グローバル人材育成部担当 

▽（兼）総務部担当 

執行役員 

人事部長 

（兼）グローバル人材育成部担当 

（兼）総務・環境管理部担当 

野々 健二 

 執行役員 

▽生産本部 副本部長 

 （兼）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 

（兼）生産技術研究所担当 

皆見 章行 

▽は、新職を表しています。 
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人 事 異 動 

【平成 30 年 10 月 1 日付】 

新職 旧職 氏 名 

▽アセアン・大洋州地区総支配人室長 

▽（兼）インド・西ｱｼﾞｱ地区総支配人室長 
財務本部 経理部 村田 和也 

財務本部 経営管理部長 

▽（兼）関係会社管理部長 
財務本部 経営管理部長 菊田  剛 

▽生産本部 需給センター長 自動車事業本部 生産企画管理部長 貴志 泰生 

▽人事部長 人事部 川口 利幸 

▽総務部長 総務・環境管理部長 楠瀨 将弘 

▽先端技術研究所長 ＮＴＮ鋳造㈱ 会長 田中 広政 

▽商品開発研究所長 先端技術研究所長 古林 卓嗣 

▽ＣＡＥ開発研究所長 自動車事業本部  ＣＡＥ技術部長 坂口 智也 

アフターマーケット事業本部 副本部長 

▽（兼) テクニカルサービス部長 

アフターマーケット事業本部 

副本部長 
安岡 俊和 

産業機械事業本部 桑名製作所   

▽精密軸受工場長 

㈱ＮＴＮ三雲製作所   

もの造りセンター長 
橋爪 美幸 

▽産業機械事業本部 長野製作所長 

▽（兼）ミニアチュアベアリング工場長 
産業機械事業本部 生産企画管理部長 石川 俊夫 

産業機械事業本部 長野製作所 

▽管理部長 
㈱ＮＴＮ上伊那製作所  管理部長 武井 勝利 

▽産業機械事業本部 金剛製作所長 ㈱ＮＴＮ金剛製作所 社長 山中 和彦 

産業機械事業本部 金剛製作所  

▽もの造りセンター長 

㈱ＮＴＮ金剛製作所   

もの造りセンター長 
東野 年則 

 産業機械事業本部 金剛製作所  

▽管理部長 

㈱ＮＴＮ金剛製作所  

管理部長 
尾上 誠人 

産業機械事業本部 金剛製作所  

▽品質保証部長 

㈱ＮＴＮ金剛製作所 

品質保証部長 
西埜植 彰勇 

▽は、新職を表しています。 
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新職 旧職 氏 名 

産業機械事業本部 金剛製作所  

▽ボールベアリング工場長 

㈱ＮＴＮ金剛製作所 

製造部長 
坂上  毅 

▽自動車事業本部 三雲製作所長 

▽（兼）製造部長 

㈱ＮＴＮ三雲製作所 社長 

（兼）製造部長 
岡村 忠雄 

 自動車事業本部 三雲製作所  

▽もの造りセンター長 
生産技術研究所  生産技術開発部 森下 克巳 

自動車事業本部 三雲製作所 

▽管理部長 
複合材料商品事業部  事業企画部 大島 俊之 

自動車事業本部 三雲製作所 

▽品質保証部長 

㈱ＮＴＮ三雲製作所 

品質保証部長 
末岡 一幸 

複合材料商品事業部 

▽複合材料技術部長 

複合材料商品事業部 

新商品開発部長 
栗村 哲弥 

複合材料商品事業部 

動圧軸受技術部長 

▽(兼)新商品開発部長 

複合材料商品事業部 

動圧軸受技術部長 
尾藤 仁彦 

複合材料商品事業部 

▽精密樹脂技術部長 

ＮＴＮ精密樹脂㈱ 

技術部長 
谷川 直成 

▽複合材料商品事業部 精密樹脂製作所長 

▽（兼）樹脂工場長 

ＮＴＮ精密樹脂㈱ 社長 

（兼）企画部長 
伊藤 紀男 

複合材料商品事業部 精密樹脂製作所  

▽もの造りセンター長 

ＮＴＮ精密樹脂㈱ 

もの造りセンター長（兼）製造部長 
古川 高史 

複合材料商品事業部 精密樹脂製作所  

▽管理部長 

ＮＴＮ精密樹脂㈱   

総務部長 
加藤 雅通 

複合材料商品事業部 精密樹脂製作所  

▽品質保証部長 

ＮＴＮ精密樹脂㈱   

品質保証部長 
稲垣 貞敏 

電動モジュール商品事業部 

▽副事業部長 

電動モジュール商品事業部 

事業推進部 
田部 昌彦 

▽㈱ＮＴＮ志賀製作所 社長 
産業機械事業本部 長野製作所長 

(兼)ミニアチュアベアリング工場長 
邉田 好則 

▽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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