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（部     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

岩本　順司 人事部長 総務部長 2019年4月1日

松村　康志 技術開発研究所長
技術開発研究所副所長
兼　技術開発研究所磁石材料研究室長

〃

筒井　和久 技術開発研究所磁石材料研究室長 技術開発研究所主席部員 〃

木村　健一郎 製品ポートフォリオ改革プロジェクトリーダー
知多工場副工場長
兼　生産技術部主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員

〃

後藤　伸一朗 自動車ビジネスユニット東京営業部長
自動車ビジネスユニット東京営業部長
兼　自動車ビジネスユニット東京営業部第二営業室長

〃

永谷　哲洋
生産技術部長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡリーダー
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主席部員

技術企画部長 〃

迫間　保弘
知多工場副工場長
兼　生産技術部主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員

知多工場技術室長 〃

鈴木　慎一
知多工場知多型鍛造工場長
兼　型鍛造構造改革プロジェクト主席部員

知多工場知多型鍛造工場技術室長
兼　生産技術部主席部員

〃

古川　貴史 知多工場知多帯鋼工場長 知多工場知多帯鋼工場冷延室長 〃

渡辺　剛 星崎工場長
生産技術部長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡリーダー
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主席部員

〃

武藤　利喜
星崎工場副工場長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員

星崎工場副工場長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員
兼　星崎工場生産管理室長
兼　生産管理部主席部員

〃

古居　隆樹 大同精密工業株式会社出向 関連事業部主席部員 〃
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大同特殊鋼株式会社



（前頁より続き）
（部     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

小林　淳二 東北特殊鋼株式会社出向
人事部長
兼　人事部人材開発センター長

2019年4月1日

（次     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

山内　貴司

経営企画部製品戦略室長
兼　技術企画部技術企画室副主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ副主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト副主席部員
兼　製品ポートフォリオ改革プロジェクト副主席部員

経営企画部製品戦略室長
兼　技術企画部技術企画室副主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ副主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト副主席部員

2019年4月1日

溝尾　岳史
人事部人事企画室長
兼　人事部採用室長
兼　人事部ダイバーシティ推進室副主席部員

人事部人事企画室長
兼　人事部ダイバーシティ推進室副主席部員

〃

多田　賢司
人事部人材開発センター長
兼　人事部人材開発センター人材育成室長

人事部人材開発センター人材育成室長 〃

福谷　泰生 経理部本社経理室長 経理部経理室長 〃

纐纈　一弘 経理部本社経理室副主席部員 経理部経理企画室長 〃

大北　真也 経理部グループ経理室長 プロジェクト副主席部員 〃

平松　恵子 経理部グループ経理室副主席部員 経理部経理室副主席部員 〃

関戸　一樹 経理部グループ経理室副主席部員 プロジェクト副主席部員 〃

浅井　雅也 経理部星崎経理室長
経理部星崎経理室長
兼　経理部滝春経理室長

〃

加藤　進一郎 技術開発研究所副所長 ソリューションパートナー部プロジェクト統括室副主席部員 〃

高林　宏之 技術開発研究所軟磁性材料研究室長 技術開発研究所耐食・耐熱材料研究室長 〃
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（前頁より続き）
（次     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

濱野　修次
輸出部業務管理室長
兼　製品ポートフォリオ改革プロジェクト副主席部員

輸出部業務管理室長 2019年4月1日

中澤　宜司 自動車ビジネスユニット東京営業部第二営業室長 自動車ビジネスユニット東京営業部第二営業室副主席部員 〃

木村　和良
ソリューションパートナー部東京第一ソリューションパートナー室副主席部員
兼　製品ポートフォリオ改革プロジェクト副主席部員

ソリューションパートナー部東京第一ソリューションパートナー室副主席部員 〃

小川　典宏 粉末製品部企画管理室長 調達部副主席部員 〃

遠藤　隆久 粉末製品部粉末営業部粉末材料営業室副主席部員
粉末製品部企画管理室長
兼　粉末製品部粉末営業部粉末材料営業室副主席部員

〃

宇佐美　徹

生産技術部副主席部員
兼　生産技術部生産技術室副主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ副主席部員
兼　製品ポートフォリオ改革プロジェクト副主席部員

生産技術部副主席部員
兼　生産技術部生産技術室副主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ副主席部員

〃

福井　義久

生産技術部副主席部員
兼　生産技術部生産技術室副主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ副主席部員
兼　製品ポートフォリオ改革プロジェクト副主席部員

生産技術部副主席部員
兼　生産技術部生産技術室副主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ副主席部員

〃

久村　総一郎 知多工場技術室長 株式会社大同キャスティングス出向 〃

早矢仕　英謙
知多工場知多型鍛造工場技術室長
兼　生産技術部副主席部員

知多工場知多型鍛造工場技術室副主席部員 〃

首藤　彰彦 知多工場知多型鍛造工場製造室副主席部員 ソリューションパートナー部名古屋ソリューションパートナー室副主席部員 〃

井上　健
星崎工場生産管理室長
兼　生産管理部副主席部員

星崎工場生産管理室副主席部員 〃

則武　公雄 株式会社ダイドー電子出向 Daido Electronics (Thailand) Co.，Ltd.出向 〃

今西　寛 株式会社大同キャスティングス出向 人事部副主席部員 〃

野宮　多喜男 　日本鍛工株式会社出向 素形材事業部渋川工場副主席部員 〃

（次頁へ続く）



（前頁より続き）
（次     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

久米　健仁 株式会社スターインフォテック出向 ＩＴ企画部副主席部員 2019年4月1日

（課     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

藤野　淳 経営企画部主任部員 自動車ビジネスユニット東京営業部第一営業室主任部員 2019年4月1日

外山　聡 海外事業部主任部員 経営企画部主任部員 〃

布藤　正義 人事部主任部員 技術開発研究所管理室主任部員 〃

兒島　啓吾 経理部本社経理室主任部員 経理部経理室主任部員 〃

大道　康雄 経理部グループ経理室主任部員 経理部経理室主任部員 〃

三浦　薫平 経理部グループ経理室主任部員 経理部経理室主任部員 〃

筒井　美紀子 技術開発研究所主任部員 技術開発研究所軟磁性材料研究室長 〃

米倉　巧 技術開発研究所管理室主任部員 人事部採用室長 〃

小柳　禎彦 技術開発研究所耐食・耐熱材料研究室長 技術開発研究所耐食・耐熱材料研究室主任研究員 〃

森　大輔
技術開発研究所計測制御研究室主任研究員
兼　製品ポートフォリオ改革プロジェクト主任部員

技術開発研究所計測制御研究室主任研究員 〃

北原　圭
生産管理部主任部員
兼　生産管理部物流室主任部員
兼　製品ポートフォリオ改革プロジェクト主任部員

生産管理部主任部員
兼　生産管理部物流室主任部員

〃

谷本　成志
輸出部第二営業室主任部員
兼　製品ポートフォリオ改革プロジェクト主任部員

輸出部第二営業室主任部員 〃

疋田　真一 自動車ビジネスユニット東京営業部第一営業室主任部員 Daido Steel (Thailand) Co.，Ltd.出向 〃

（次頁へ続く）



（前頁より続き）
（課     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

加藤　大三郎 自動車ビジネスユニット東京営業部第三営業室主任部員 知多工場知多型鍛造工場生産管理室主任部員 2019年4月1日

林　慎一郎 ソリューションパートナー部名古屋ソリューションパートナー室主任部員 知多工場知多型鍛造工場製造室主任部員 〃

方　斌 素形材事業部素形材　海外営業部海外営業室主任部員
素形材事業部素形材　国内営業部東日本営業室主任部員
兼　素形材事業部素形材　海外営業部海外営業室主任部員

〃

須藤　竜矢 素形材事業部素形材　国内営業部東日本営業室主任部員 素形材事業部企画開発部企画管理室主任部員 〃

伊藤　恒夫 工具鋼事業部企画開発部ソリューション室主任部員 DAIDO AMISTAR (M) SDN BHD出向 〃

秋山　和範 粉末製品部粉末営業部粉末ソリューション室主任部員
粉末製品部粉末営業部粉末ソリューション室主任部員
兼　粉末製品部粉末営業部粉末材料営業室主任部員

〃

矢野　弘周
知多工場技術室主任部員
兼　製品ポートフォリオ改革プロジェクト主任部員

知多工場技術室主任部員 〃

内田　光宣 知多工場知多型鍛造工場生産管理室主任部員 自動車ビジネスユニット東京営業部第三営業室主任部員 〃

吉田　昇吾 知多工場知多帯鋼工場冷延室長 知多工場知多帯鋼工場技術室主任部員 〃

湯川　陽平 星崎工場生産管理室主任部員 ステンレス・軸受産機ビジネスユニット東京営業部棒線営業室主任部員 〃

岩下　大介 大同ＤＭソリューション株式会社出向 経理部星崎経理室主任部員 〃

井ノ口　貴之 　DAIDO DMS MALAYSIA SDN.BHD.出向 大同特殊鋼（上海）有限公司出向 〃

　　　　　　　　　　【お問い合わせ先】　大同特殊鋼株式会社　総務部広報室　　市　原

ＴＥＬ（０５２）９６３－７５０３
ＦＡＸ（０５２）９６３－４３８６

以　　上


