
 
 

2019 年 3 月 7 日 

 

人事異動、組織変更について 
 

株式会社デンソー（本社：愛知県刈谷市、社長：有馬 浩二）は、2019 年 4 月１日付で、以下のとおり

人事異動、組織変更を行います。 

 

１．4 月 1 日付 執行職・エグゼクティブフェロー・理事・部門長の異動 

 

新任執行職（7 名） 

氏  名 現担当 

田尾 吉伸 調達グループ 副グループ長 

中島 樹志 ガソリンシステム事業部長 

山田 和忠 中部営業部長 

中溝 真一 デンソー・マニュファクチュアリング・メキシコ 社長 

桜井 靖久 グローバル戦略部 担当部長 

新竹 敦 市販事業統括部長 

Stephen Milam 北米サーマル事業長 

 

退任 (現常務役員*）（3 名） 

氏  名 

近藤 文一 

Jack Helmboldt 

山口 眞介 

 *役員体制の変更については、2019 年 2 月 18 日に発表した「役員体制の変更、役員の異動について」をご参照ください。 

 

新任エグゼクティブフェロー(1 名) 

氏  名 現担当 

川原 伸章 先端技術研究所長 

 

退任エグゼクティブフェロー（1 名） 

氏  名 

中川 雅人 

 

新任理事（4 名） 

氏  名 現担当 

尾崎 次雄 モータ事業部 副事業部長 

加藤 之弘 デンソー・マニュファクチュアリング・ハンガリー 社長 

福井 貴敏 デンソー・セールス・タイランド 社長 

仲 美雄 デンソー・タイランド 社長 

 

 



理事の異動（1 名） 

氏   名 新担当 現担当 

犬飼 智 
モビリティシステム事業グループ 

理事 

デンソー・インターナショナル・アメリカ 

出向 

 

部門長の異動（30 名） 

氏   名 新担当 現担当 

伊橋 望 
グローバル戦略本部  

日本地域統括室長 
経営企画部 経営企画室長 

樋口 正浩 
技術開発センター  

先進モビリティ戦略室長 
技術企画部 先進モビリティ戦略室長 

斎藤 賢宏 生産技術部長 
生産技術部  

生産システム技術開発室長 

長坂 勝巳 FA 事業部 FA 開発室長 AD&ADAS 製造部長 

中野 豊久 電子部品調達部長 
デンソー・マニュファクチュアリング・ 

テネシー 出向 

神谷 宗孝 自動車ソリューション部長 デンソー・ヨーロッパ 出向 

林 由典 
エレクトリックコンポーネント事業部 

副事業部長 
シャシーコントロール機器部長 

竹内 真司 
エレクトリックコンポーネント事業部 

エレクトリック機器企画室長 

エレクトリック機器企画部  

原価企画室長 

柴田 孝之 
シャシーコントロールコンポーネント 

事業部 副事業部長 

シャシーコントロール機器部  

技術企画室 担当次長 

竹内 裕喜 

シャシーコントロールコンポーネント 

事業部 シャシーコントロール機器企画

室長 

エレクトリック機器企画部長 

伊藤 徳久 

シャシーコントロールコンポーネント 

事業部 シャシーコントロール機器技術

企画室長 

シャシーコントロール機器部 

技術企画室 担当部長 

中根 直樹 

シャシーコントロールコンポーネント 

事業部 シャシーコントロール機器品質

保証室長 

シャシーコントロール機器部 

品質保証室長 

林 喜隆 シャシーコントロール機器技術部長 
シャシーコントロール機器部 

技術企画室長 

山内 庄一 センサ&セミコンダクタ事業部長 
センサ&セミコンダクタ事業部  

副事業部長 

中川 和昭 
サーマルシステム事業グループ 

サーマルシステム経営企画室長 

エアコンディショニング企画部  

担当部長 

林田 篤 コックピットシステム事業部長 
コックピットシステム事業部  

副事業部長 

荻野 博康 
コックピットシステム事業部  

副事業部長 
コックピット技術 3 部長 

椎 彰史 
コックピットシステム事業部 

コックピットシステム事業推進室長 

コックピットシステム開発部 

第１開発室 開発１課長 

松山 拓也 

コックピットシステム事業部  

コックピットシステム中国プロジェクト室

長 

コックピットシステム事業部  

コックピットシステムグローバル戦略室 

戦略統括課長 



植村 圭 
コックピットシステム事業部 

先端プラットフォーム開発室長 
コックピット技術 2 部長 

祖父江 栄二 コックピット技術 2 部長 コックピット技術 2 部 設計１室長 

藤井 天午 コックピット技術 3 部長 コックピット技術 3 部 地図開発室長 

公文 宏明 AD&ADAS 技術 1 部長 AD&ADAS 技術 1 部 第 3 技術室長 

水谷 幸樹 AD&ADAS 製造部長 
AD&ADAS 製造部  

大安技能者育成推進室長 

八木 豊児 (株)BluE Nexus 出向 

エレクトリフィケーションシステム事業

グループ  

駆動モジュール新会社準備室長 

熊谷 靖公 (株)J-QuAD DYNAMICS 出向 
モビリティシステム事業グループ 

AD ソフト新会社準備室長 

渡辺 浩二 (株)J-QuAD DYNAMICS 出向 AD&ADAS 事業部 副事業部長 

冨板 健治 (株)J-QuAD DYNAMICS 出向 AD&ADAS 技術 1 部長 

加藤 充 デンソー・メキシコ 出向 生産技術部長 

犬塚 直人 
デンソー・インターナショナル・アジア

（DIAT） 出向 

サーマルシステム事業グループ  

サーマルシステム経営企画室長 

 

２．組織変更 

電動化・自動運転技術が進展する中、ステアリング、およびブレーキ制御機器の高度化のニーズに迅

速に対応するため、従来のエレクトリックコンポーネント事業部からシャシーコントロール事業を分離し、

シャシーコントロールコンポーネント事業部を新設する。 

 

3．４月１日付 役員担当、執行職担当 

 

【4 月 1 日付 役員担当】                              *印：代表取締役、下線部：変更 

役職 氏名 新担当 

*取締役社長 有馬 浩二  

*取締役副社長 山中 康司 
安全・品質・生産、コーポレート基盤本部、 

デンソー網走テストセンター 

*取締役副社長 若林 宏之 
技術戦略、CISO*、情報セキュリティ推進部、SOKEN 

*Chief Information Security Officer 

取締役 丸山 晴也  

取締役 George Olcott （社外取締役） 

取締役 名和 高司 （社外取締役） 

副社長 加藤 俊行 
トヨタ、トヨタグループ、 

オリンピック・パラリンピック準備室 

副社長 臼井 定広 中国部、アライアンス戦略、調達グループ 



経営役員 伊奈 博之 電子システム事業グループ、東京支社 

経営役員 伊藤 正彦 
社会ソリューション事業推進部、AgTech 推進部、 

フリートエアコンディショニング事業部 

経営役員 下川 勝久 パワトレインシステム事業グループ、韓国担当 

取締役・経営役員 都築 昇司 
コーポレートセンター、情報システム部、EDT 推進部、 

監査室 

経営役員 桑村 信吾 
豪亜地域 CEO、 

デンソー・インターナショナル・アジア（タイ） 

経営役員 加藤 良文 技術開発センター、デジタルイノベーション担当 

経営役員 藤谷 一明 営業グループ 

経営役員 篠原 幸弘 エレクトリフィケーションシステム事業グループ 

経営役員 梶田 宜孝 中国地域 CEO 

経営役員 髙橋 伴和 グローバル戦略本部 (副)、日本地域統括室 

経営役員 飯田 康博 
サーマルシステム事業グループ、台湾（地区）担当、 

南米担当 

経営役員 伊藤 健一郎 北米地域 CEO、デンソー・インターナショナル・アメリカ 

経営役員 山崎 康彦 
生産革新センター、 

電子システム事業グループ製造担当 

経営役員 松井 靖 グローバル戦略本部、経理部 

経営役員 武内 裕嗣 モビリティシステム事業グループ 

 

【4 月 1 日付 執行職担当】                                           下線部：変更 

役職 氏名 新担当 

執行職 鶴田 真徳 電装（中国）投資 

執行職 海老原 次郎 
エレクトリフィケーションシステム事業グループ（副）、 

エレクトリックコンポーネント事業部 

執行職 石塚 裕二 営業企画室、グローバル営業室、中部営業部 

執行職 佐藤 久彰 
欧州地域 CEO、 

デンソー・インターナショナル・ヨーロッパ 

執行職 隈部 肇 

J-QuAD DYNAMICS, 先進モビリティシステム開発部、 

機械・エネルギ開発部、先端技能開発部、 

R＆D Ｔｏｋｙｏ総括室、先進モビリティ戦略室 

執行職 下方 敬子 
安全衛生環境部（衛生環境）、健康推進部、 

デンソーブラッサム 

執行職 影山 照高 営業技術担当 

執行職 横尾 英博 
グローバル戦略部（渉外）、広報・渉外部、法務部、 

東京支社(渉外） 

執行職 山内 豊 
生産革新企画部、生産管理部、施設部、 

コアスキル開発部 



執行職 飯田 寿 AD＆ADAS 事業部 

執行職 
Marco Di Rao 

Marotta 

欧州サーマルシステム事業担当、 

デンソー・サーマル・システムズ 

執行職 林 新之助 

電子システム事業グループ（副）、 

モビリティシステム統括部、電子基盤技術統括部、 

デンソークリエイト 

執行職 向井 康 排気システム事業部、パワトレインシステム経営企画室 

執行職 竹内 克彦 BluE Nexus、エレクトリフィケーションシステム開発部 

執行職 荒川 智之 
モビリティシステム事業グループ事業企画担当、 

モビリティシステム経営企画室 

執行職 松ヶ谷 和沖 北米・欧州技術開発担当 

執行職 杉戸 克彦 工機部、ＦＡ事業部、デンソーウェーブ 

執行職 永谷 康一 品質管理部、安全衛生環境部（安全） 

執行職 矢頭 裕貴 デンソー・インターナショナル・アジア＜タイ＞（副） 

執行職 岩井 一浩 秘書室、人事部、総務部、製作所、まごころ推進室 

執行職 近藤 浩 エレクトロニクス事業部 

執行職 前田 聖司 モータ事業部 

執行職 井上 英治 

エアコンディショニング事業部、サーマルシステム製品

企画部、サーマルエレクトロニクス開発部、 

サーマルマネジメントユニット事業部 

 
執行職 田尾 吉伸 調達グループ（副） 

執行職 中島 樹志 ガソリンシステム事業部、パワトレインシステム開発部 

執行職 山田 和忠 東京支店 

執行職 中溝 真一 
北米製造統轄、 

デンソー・マニュファクチュアリング・テネシー 

執行職 桜井 靖久 グローバル戦略本部（トヨタグループ）、戦略統括室 

執行職 新竹 敦 自動車ソリューション部、カスタマーサービス部 

執行職 Stephen Milam 
北米コーポレート・北米パワトレインシステム事業・ 

北米エレクトリフィケーションシステム事業担当 

 

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・渉外部    松田(0566－55－9734)、齊藤 (0566－61－5660) 


