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２０１９年２月２０日
日本精機株式会社

事業統括部
武藤　清和

下記の通り組織変更・人事異動をお知らせ致します。　※全５ページ

１．組織変更　（４月１日付）

◇計器営業本部の改組
　　主力ビジネスの車載計器事業について、グループの管轄地域明確化による、顧客との
　リレーションシップ強化を目的とし、地域と顧客を軸にした営業組織への再編する。
　　
　　統括部を「第１営業統括部」、「第２営業統括部」に、新たに「海外営業統括部」、「営業管理統括部」を
　新設した４統括部体制とし、新たな部門として「第５営業部」、「海外営業部」を設置し、
　既存の「第１営業部」、「第２営業部」、「第３営業部」、「第４営業部」、「ポーランドプロジェクト」、
　　「営業技術部」、「営業管理部」と共に９部門体制により構成する。

【旧組織】

【新組織】

◇計器設計本部の改組
　　設計開発プロセスに対する数値管理を強化することで、コスト競争力を高めることを目的とし、
　「計器設計統括部」に「計器管理統括部」を統合する。

【旧組織】

【新組織】
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◇技術本部の改組
　　将来要素技術開発を担う「第１開発部」と具体的な受注に近い技術開発/プラットフォーム開発を担う
　「第２開発部」を「開発部」に統合し、重複機能の統合による最適化、市場ニーズを反映した開発の強化
　を推進する。

【旧組織】

【新組織】

◇ものづくり本部の改組
　　「ものづくり本部」は、グループ全体の生産管理、物流・在庫管理の最適化を目的とした、
　「生産管理統括部」を新設し、NS型工場コンセプトの技術確立とグループ展開による、ものづくりの
 　設備技術競争力強化を図るため、「生産統括部」の「生産技術部」に「設備技術部」を統合する。

【旧組織】

【新組織】

◇購買本部の改組
　　調達機能の競争力強化を目的に、「調達部」に「中国購買センター」を統合する。

【旧組織】

【新組織】

以　　上
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２０１９年２月２０日

社　　　　 長 　

２０１９年４月１日付

　取締役の管掌・担当変更

    佐 藤  浩 一 新役職： 取締役 専務執行役員 

計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌

地域担当：北中米

現役職： 取締役 専務執行役員 兼 技術本部長

計器営業本部・計器設計本部管掌

地域担当：北中米

    平 田　祐 二 新役職： 取締役 常務執行役員 ものづくり本部長 兼 生産管理統括部長

地域担当：中国／台湾

現役職： 取締役 常務執行役員 ものづくり本部長

地域担当：中国／台湾

　執行役員の担当変更

    東　   政 利 新役職： 上席執行役員 計器設計本部長

現役職： 上席執行役員 計器設計本部長 兼 計器管理統括部長

    坂 井  智 浩 新役職： 執行役員 計器営業本部副本部長 兼 第１営業統括部長 兼 第２営業部長

（アセアン・インド営業統括）

現役職： 執行役員 計器営業本部副本部長 兼 第２営業統括部長 兼 第４営業部長

    野 々 村  均 新役職： 執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部長 兼 第３営業統括部長

現役職： 執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部長

　　中 村　孝 範 新役職： 執行役員 ものづくり本部 生産統括部長

現役職： 執行役員 ものづくり本部 生産統括部長 兼 実装技術部長 兼 実装開発マネジャー

    嘉 代  浩 一 新役職： 執行役員 ものづくり本部 生産統括部副統括部長 兼 実装技術部長

現役職： 執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部 第３営業統括部長

　　浅 井　智 新役職： 執行役員 計器営業本部 営業管理統括部長

現役職： 執行役員 計器営業本部 第１営業統括部副統括部長 兼 営業技術部長

    坂 詰  政 美 新役職： 執行役員 ものづくり本部 生産管理統括部副統括部長

現役職： 執行役員 ものづくり本部 生産統括部副統括部長

告　　　　示

　 ２０１９年２月１９日開催の取締役会において決定した２０１９年４月１日付 取締役の管掌・担当変更、

  執行役員の担当変更、及び任命・職位変更等をここに告示する。

記



　執行役員の任命・職位変更

    村 山　一 彦 新役職： 執行役員 計器営業本部 海外営業統括部長 兼 第１営業統括部副統括部長

現役職： 計器営業本部 第１営業統括部副統括部長（シニアマネジャー）

    太 田　健 一 新役職： 執行役員 計器営業本部 第２営業統括部長

(ＮＳウエスト株式会社 執行役員 副営業・開発センター長 兼 営業部シニアマネジャー兼務)

現役職： 計器営業本部 第１営業統括部副統括部長（シニアマネジャー）

(ＮＳウエスト株式会社 執行役員 副営業・開発センター長 兼 営業部シニアマネジャー兼務)

　　山 内　忠 昭 新役職： 執行役員 技術本部長

現役職： 技術本部副本部長(シニアマネジャー)



ＳＭ、ＳＭ代行　担当、職位変更

発令日 本　　　　　務 役　　　職 出向/兼務情報 氏    名 勤務地

3月1日
新 人事統括部 人事･総務部 海外出向 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 香港日本精機有限公司 出向

椛沢　久史
香港NS

現 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ本部 技術統括部 開発技術部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ) 本社

4月1日
新 計器営業本部 第1営業統括部 第3営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

渋木　剛
浜松

現 計器営業本部 第2営業統括部 第4営業部 浜松営業所 ﾏﾈｼﾞｬｰ 浜松

4月1日
新 計器営業本部 第2営業統括部 第4営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

名古屋営業ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務
大阪営業1ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務 島　治

名古屋

現 計器営業本部 第1営業統括部 第2営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行
名古屋営業所ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務
大阪営業所ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

名古屋

4月1日
新 計器営業本部 第2営業統括部 第5営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 大阪営業2ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

木村　智宙
大阪

現 計器営業本部 第2営業統括部 第4営業部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ) 大阪営業所ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務 大阪

4月1日
新 計器営業本部 海外営業統括部 海外営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 北米・中国営業ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

井田　義昭
本社

現 計器営業本部 第1営業統括部 第3営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 営業33ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務 本社

4月1日
新 計器営業本部 営業管理統括部 営業技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

恩田　孝樹
本社

現 計器営業本部 営業技術部 営業技術 ﾏﾈｼﾞｬｰ 本社

4月1日
新 計器設計本部 計器設計統括部 ｿﾌﾄｳｴｱ設計部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

梅澤　幸朗
T/C

現 技術本部 開発統括部 第2開発部 開発4 ﾏﾈｼﾞｬｰ R&Dｾﾝﾀｰ

4月1日
新 計器設計本部 計器設計統括部 東京ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

池田　暁彦
東京T/C

現 計器設計本部 計器設計統括部 東京ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ ｿﾌﾄｳｴｱAP設計ﾏﾈｼﾞｬｰ 東京T/C

4月1日
新 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ本部 第3営業統括部 事業推進部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

生産実装技術ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務
ﾌﾟﾛｾｽ管理ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務 五十嵐　務

本社

現 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ本部 第3営業統括部 生産推進部 ﾌﾟﾛｾｽ管理 ﾏﾈｼﾞｬｰ 本社

4月1日
新 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ本部 技術統括部 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ技術部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

長谷川　一則
本社

現 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ本部 第3営業統括部 生産推進部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 本社

4月1日
新 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ本部 技術統括部 開発技術部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行)

福島　一夫
本社

現 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ本部 第3営業統括部 事業推進部 事業管理 ﾏﾈｼﾞｬｰ 本社

4月1日
新 購買本部 購買部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

田村　秀樹
本社

現 購買本部 購買部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行) 本社

4月1日
新 購買本部 調達部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ) 香港IPOﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

劉　軍
香港支店

現 購買本部 中国購買ｾﾝﾀｰ ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ
香港IPOﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務
香港日本精機有限公司総経理 兼務

香港支店

4月1日
新 TQM推進室 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

伊藤　雅明
本社

現 TQM推進室 ﾏﾈｼﾞｬｰ 本社

4月1日
新 人事統括部 人事･総務部 海外出向 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

東莞日精電子有限公司 出向
香港日本精機有限公司総経理 兼務 白井　利也

東莞NS

現 人事統括部 人事･総務部 海外出向 ﾏﾈｼﾞｬｰ 東莞日精電子有限公司 出向 東莞NS

本件に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。

事業企画部 桑原（旧姓：山口）ＴＥＬ．０２５８－２４－３３３５ （内線１０５４）
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