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 構造改革

 
○ 組織改正の主要ポイント

2019 年度は
 
 
【開発本部】

IDEC グループの将来を担う製品、サービスの強化に向けて、技術開発機能と商品開発機能を統合し
た開発本部を設置し、中長期的な視点で技術ロードマップを策定した
新たな技術・製品開発を担う。
 
 
【セールス・

副本部長を任命し
性を踏まえプロダクトマーケティング機能のグローバル化を推進する。
 
 
【技術戦略本部】

世界一安全安心を追求実現することを目指して技術戦略・知財・国際標準化推進部および
Safety2.0
 
 
【国内営業

日本市場の特性を踏まえ
化した営業企画推進室を新たに設置し、顧客対応を強化するとともに、営業効率の向上を図る。また戦
略製品営業部を設置し、マーケティング機能と連携して、注力業界
に牽引する。
 
 
【生産・SC

グローバル生産戦略室
バルロジスティクス戦略室
推進する。
 
 
【Japan IT 

グローバル事業拡大の中で、アジアでの事業の成長を
設置し、Japan IT Center
に寄与する。
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すのでお知らせいたします。

構造改革 

組織改正の主要ポイント
年度は、グローバル事業推進体制の構築

【開発本部】 
グループの将来を担う製品、サービスの強化に向けて、技術開発機能と商品開発機能を統合し

た開発本部を設置し、中長期的な視点で技術ロードマップを策定した
新たな技術・製品開発を担う。

セールス・マーケティング
副本部長を任命し、グローバルベースでのリーダーシップを強化するとともに、製品群ごとの地域特

性を踏まえプロダクトマーケティング機能のグローバル化を推進する。

【技術戦略本部】 
世界一安全安心を追求実現することを目指して技術戦略・知財・国際標準化推進部および

Safety2.0・Vision Zero

【国内営業本部】 
日本市場の特性を踏まえ

化した営業企画推進室を新たに設置し、顧客対応を強化するとともに、営業効率の向上を図る。また戦
略製品営業部を設置し、マーケティング機能と連携して、注力業界
に牽引する。 

SCM 本部】 
グローバル生産戦略室

バルロジスティクス戦略室
推進する。 

IT Center、
グローバル事業拡大の中で、アジアでの事業の成長を

Japan IT Center
に寄与する。 
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株式会社（社長: 舩木俊之）は、
すのでお知らせいたします。 

組織改正の主要ポイント 
グローバル事業推進体制の構築

グループの将来を担う製品、サービスの強化に向けて、技術開発機能と商品開発機能を統合し
た開発本部を設置し、中長期的な視点で技術ロードマップを策定した
新たな技術・製品開発を担う。 

マーケティング統括本部】
グローバルベースでのリーダーシップを強化するとともに、製品群ごとの地域特

性を踏まえプロダクトマーケティング機能のグローバル化を推進する。

世界一安全安心を追求実現することを目指して技術戦略・知財・国際標準化推進部および
Zero グローバル推進部を設置し、技術戦略視点で企業価値の向上を図る。

日本市場の特性を踏まえ、流通網を活かした
化した営業企画推進室を新たに設置し、顧客対応を強化するとともに、営業効率の向上を図る。また戦
略製品営業部を設置し、マーケティング機能と連携して、注力業界

 
グローバル生産戦略室を中心にグローバル生産戦略の企画立案、改革の牽引を担うとともに、

バルロジスティクス戦略室を新たに設置し、

、Asia IT Center
グローバル事業拡大の中で、アジアでの事業の成長を

Japan IT Center とともにグローバルでの最適な
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舩木俊之）は、2019

グローバル事業推進体制の構築

グループの将来を担う製品、サービスの強化に向けて、技術開発機能と商品開発機能を統合し
た開発本部を設置し、中長期的な視点で技術ロードマップを策定した

本部】 
グローバルベースでのリーダーシップを強化するとともに、製品群ごとの地域特

性を踏まえプロダクトマーケティング機能のグローバル化を推進する。

世界一安全安心を追求実現することを目指して技術戦略・知財・国際標準化推進部および
グローバル推進部を設置し、技術戦略視点で企業価値の向上を図る。

流通網を活かした
化した営業企画推進室を新たに設置し、顧客対応を強化するとともに、営業効率の向上を図る。また戦
略製品営業部を設置し、マーケティング機能と連携して、注力業界

を中心にグローバル生産戦略の企画立案、改革の牽引を担うとともに、
を新たに設置し、IDEC

Asia IT Center】 
グローバル事業拡大の中で、アジアでの事業の成長を

とともにグローバルでの最適な

 

コーポレートコミュニケーション

2505   （Email

機構改革と人事異動に関するお知らせ

9 年 4 月 1 日付で以下のとおり機構改革と人事異動を行いま

グローバル事業推進体制の構築のための

グループの将来を担う製品、サービスの強化に向けて、技術開発機能と商品開発機能を統合し
た開発本部を設置し、中長期的な視点で技術ロードマップを策定した

グローバルベースでのリーダーシップを強化するとともに、製品群ごとの地域特
性を踏まえプロダクトマーケティング機能のグローバル化を推進する。

世界一安全安心を追求実現することを目指して技術戦略・知財・国際標準化推進部および
グローバル推進部を設置し、技術戦略視点で企業価値の向上を図る。

流通網を活かした効率的な販売体制を強化するため、サポート部門を一元
化した営業企画推進室を新たに設置し、顧客対応を強化するとともに、営業効率の向上を図る。また戦
略製品営業部を設置し、マーケティング機能と連携して、注力業界

を中心にグローバル生産戦略の企画立案、改革の牽引を担うとともに、
IDEC グループとしてのあるべき物流体制を描き最適化を

グローバル事業拡大の中で、アジアでの事業の成長を IT
とともにグローバルでの最適な

コーポレートコミュニケーション

Email）r.motoyama@jp.idec.com

機構改革と人事異動に関するお知らせ

日付で以下のとおり機構改革と人事異動を行いま

のための組織編成を行う。

グループの将来を担う製品、サービスの強化に向けて、技術開発機能と商品開発機能を統合し
た開発本部を設置し、中長期的な視点で技術ロードマップを策定した

グローバルベースでのリーダーシップを強化するとともに、製品群ごとの地域特
性を踏まえプロダクトマーケティング機能のグローバル化を推進する。

世界一安全安心を追求実現することを目指して技術戦略・知財・国際標準化推進部および
グローバル推進部を設置し、技術戦略視点で企業価値の向上を図る。

効率的な販売体制を強化するため、サポート部門を一元
化した営業企画推進室を新たに設置し、顧客対応を強化するとともに、営業効率の向上を図る。また戦
略製品営業部を設置し、マーケティング機能と連携して、注力業界、

を中心にグローバル生産戦略の企画立案、改革の牽引を担うとともに、
グループとしてのあるべき物流体制を描き最適化を

IT 面で支えるために
とともにグローバルでの最適な IT サポート提供を通じて、円滑な事業推進

 

 

 

コーポレートコミュニケーション担当 

r.motoyama@jp.idec.com

機構改革と人事異動に関するお知らせ 

日付で以下のとおり機構改革と人事異動を行いま

組織編成を行う。 

グループの将来を担う製品、サービスの強化に向けて、技術開発機能と商品開発機能を統合し
た開発本部を設置し、中長期的な視点で技術ロードマップを策定したうえで、グループ会社とも協業し

グローバルベースでのリーダーシップを強化するとともに、製品群ごとの地域特
性を踏まえプロダクトマーケティング機能のグローバル化を推進する。 

世界一安全安心を追求実現することを目指して技術戦略・知財・国際標準化推進部および
グローバル推進部を設置し、技術戦略視点で企業価値の向上を図る。

効率的な販売体制を強化するため、サポート部門を一元
化した営業企画推進室を新たに設置し、顧客対応を強化するとともに、営業効率の向上を図る。また戦

、戦略製品に関する販売拡大を強力

を中心にグローバル生産戦略の企画立案、改革の牽引を担うとともに、
グループとしてのあるべき物流体制を描き最適化を

面で支えるために Asia IT Center
サポート提供を通じて、円滑な事業推進
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No. 

担当 元山理映子

r.motoyama@jp.idec.com 

日付で以下のとおり機構改革と人事異動を行いま

グループの将来を担う製品、サービスの強化に向けて、技術開発機能と商品開発機能を統合し
うえで、グループ会社とも協業し

グローバルベースでのリーダーシップを強化するとともに、製品群ごとの地域特

世界一安全安心を追求実現することを目指して技術戦略・知財・国際標準化推進部および
グローバル推進部を設置し、技術戦略視点で企業価値の向上を図る。

効率的な販売体制を強化するため、サポート部門を一元
化した営業企画推進室を新たに設置し、顧客対応を強化するとともに、営業効率の向上を図る。また戦

戦略製品に関する販売拡大を強力

を中心にグローバル生産戦略の企画立案、改革の牽引を担うとともに、
グループとしてのあるべき物流体制を描き最適化を

Asia IT Center
サポート提供を通じて、円滑な事業推進

NEWS RELEASE 

3 月 29 日 

No. 広 19－1 

元山理映子 
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日付で以下のとおり機構改革と人事異動を行いま

グループの将来を担う製品、サービスの強化に向けて、技術開発機能と商品開発機能を統合し
うえで、グループ会社とも協業し

グローバルベースでのリーダーシップを強化するとともに、製品群ごとの地域特

世界一安全安心を追求実現することを目指して技術戦略・知財・国際標準化推進部および
グローバル推進部を設置し、技術戦略視点で企業価値の向上を図る。 

効率的な販売体制を強化するため、サポート部門を一元
化した営業企画推進室を新たに設置し、顧客対応を強化するとともに、営業効率の向上を図る。また戦

戦略製品に関する販売拡大を強力

を中心にグローバル生産戦略の企画立案、改革の牽引を担うとともに、グロー
グループとしてのあるべき物流体制を描き最適化を

Asia IT Center を新たに
サポート提供を通じて、円滑な事業推進
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日付で以下のとおり機構改革と人事異動を行いま
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サポート提供を通じて、円滑な事業推進
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（兼）開発本部

（兼）製品開発統括部
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執行役員 技術開発担当

（兼）開発本部

（兼）技術開発統括部

執行役員 APEM

（兼）APEM SAS  CEO

 
 

 

セールス・マーケティング統括本部

IDEC CORPORATION   Vice President
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商品開発本部 副本部長 

技術戦略・知財推進部 部長

部長 

部長 

河中

Quality Engineering  Vice President Enjalbert

CORPORATION   Vice President 舩木
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室長 
河合

川添

 
土肥

 
福井

部長 稲田

上野

宮本
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氏名 

河中 泰治 

松本 敦 

錦 朋範 

Marc 
Enjalbert 

氏名 

舩木 崇雄 

後藤 清子 

河合 栄二 

川添 大介 

土肥 正男 

福井 孝男 

稲田 宏治 

上野 泰史 

宮本 尚孝 
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