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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７ページ

１．組織変更　（４月１日付）

　◇計器営業本部の改組
　組織再編により「第１営業統括部」「第２営業統括部」「営業管理統括部」の３統括部体制とする。
　従来の「海外営業統括部」「海外営業部」は、「第１営業統括部」に組み入れ「第４営業部」と名称変更する。
　これに伴い「第４営業部」は「第５営業部」に、「第５営業部」は「第６営業部」にそれぞれ名称変更する。
　営業フェーズから生産準備フェーズへの移行に伴い「ポーランドプロジェクト」は新設の『生産技術本部』
　に移設する。また「営業管理統括部」に「設計収支管理部」を新設する。

【旧組織】

【新組織】

　◇計器設計本部の改組
　「設計管理統括部」の名称を「設計業務管理統括部」と改め、機種プロジェクトの運営強化を目的に
　「プロジェクト推進部」を新設する。「設計管理部」は計器営業本部、並びに事業管理本部にその機能を
　移管する。また「技術管理部」は「設計業務管理部」に名称変更する。

【旧組織】

【新組織】

－　記　－

計器営業本部 第１営業統括部 第１営業部

第２営業部
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第３営業部

第２営業統括部 第４営業部

第５営業部

海外営業統括部 海外営業部

ポーランドプロジェクト

営業管理統括部 営業技術部

営業管理部

計器設計本部 ソフトウエア設計統括部 第１ソフトウエア設計部

第２ソフトウエア設計部

ソフトウエアＰＦ設計部

ハードウエア設計統括部 外装設計部

回路設計部

ＨＵＤ設計部

東京テクニカルセンター

設計業務管理統括部 プロジェクト推進部

設計業務管理部

計器設計本部 ソフトウエア設計統括部 第１ソフトウエア設計部

ソフトウエアＰＦ設計部

第２ソフトウエア設計部

ハードウエア設計統括部 外装設計部

回路設計部

ＨＵＤ設計部
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設計管理統括部 設計管理部

技術管理部

・申し訳ございませんが、７ページ目に一部追記がございますので再送いたします。

（７ページ目 赤字箇所）



　◇ＥＭＳ・コンポーネント本部の改組
　営業、開発、設計の各機能を事業目的別に一体化して、「ビジネスユニット」という名称を用い組織再編
　を行う。従来の「第３営業統括部」「技術統括部」を「ＥＭＳビジネスユニット統括部」として統合し、
　「車載ＥＭＳ・ＢＵ部」「ＥＭＳ ＣＰ・ＢＵ部」「ＩｏＴ・ＢＵ部」の３部門で構成する。
　「事業推進部」は本部全体の管理その他の業務を担うべく本部直轄とする。

【旧組織】

【新組織】

　◇技術本部の改組
　「開発部」を「ＨＭＩ開発部」に、「センサ技術部」を「車載制御開発部」にそれぞれ変更する。

【旧組織】

【新組織】

　高度化、複雑化する業務の質と量に対応すべく、新たに『生産技術本部』を新設し『ものづくり本部』を
　『生産技術本部』と『製造本部』の２本部に分割する。

　◇生産技術本部
　『生産技術本部』は主として従来の「生産統括部」より構成し、これを「生産技術統括部」と名称変更し
　新たに「開発試作部」と管理業務の集中処理を目的に「生産技術管理部」を設置する。
　従来の「実装技術部」は業務効率の向上を目的に「生産技術部」に統合し組織を一本化する。
　また営業本部より「ポーランドプロジェクト」を移設し本格的な生産準備に移行する。

　◇製造本部
　『製造本部』は「生産管理統括部」と「長岡工場」より構成される。

【旧組織】

【新組織】

　◇品質保証本部の改組
　「品質保証統括部」にグローバル品質の向上を目的に「第５品質保証部」を新設する。
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【旧組織】

【新組織】

　◇購買本部の改組
　業務の質と量に対応すべく「購買統括部」を新設し「購買部」は「第１購買部」と「第２購買部」に分割する。

【旧組織】

【新組織】

　◇事業管理本部の改組
　管理系業務の効率向上を目的に「人事統括部」を包含し、「事業統括部」「財務統括部」「人事統括部」の
　３統括部体制とする。従来の「設計管理部」に機能を有したコスト企画と原価改善ＰＲＯＪＥＣＴを合せ、
　「原価企画部」の名称で「事業統括部」に設置する。

【旧組織】

【新組織】

 ◇「インドプロジェクト」の設置
　インド市場の成長性を鑑み、事業拡大とそれに伴う体制整備を目的に「インドプロジェクト」を設置する。
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２０２０年２月３日

社　　　　 長 　

２０２０年４月１日付

　取締役の管掌・担当変更

佐 藤　守 人 新役職： 代表取締役社長 社長執行役員

事業管理本部管掌

現役職： 代表取締役社長 社長執行役員

佐 藤　浩 一 新役職： 代表取締役専務 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：欧州

現役職： 代表取締役専務 専務執行役員

原価改善ＰＲＯＪＥＣＴ管掌

大 川　　信 新役職： 取締役 専務執行役員

ＥＭＳ・コンポーネント本部管掌

現役職： 取締役 専務執行役員

ＥＭＳ・コンポーネント本部管掌

地域担当：日本

鈴 木  淳 一 新役職： 取締役 社長付 常務執行役員

現役職： 取締役 常務執行役員 計器営業本部長

地域担当：アセアン

平 田　祐 二 新役職： 取締役 常務執行役員 製造本部長

生産技術本部・品質保証本部・購買本部管掌

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 兼 生産管理統括部長

技術本部・品質保証本部・事業管理本部管掌

地域担当：中国／台湾

　執行役員の担当変更

市 橋　利 晃 新役職： 専務執行役員 品質保証本部長

地域担当：インド

現役職： 専務執行役員 品質保証本部長 兼 品質保証統括部長

松 井　輝 幸 新役職： 常務執行役員 インドプロジェクト

地域担当：インド

現役職： 常務執行役員 事業管理本部長

地域担当：欧州／インド／南米

告　　　　示

　 ２０２０年１月３１日開催の取締役会において決定した２０２０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



小 和 田　衛 新役職： 上席執行役員 計器営業本部長

地域担当：北中米／南米

現役職： 上席執行役員 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

地域担当：北中米

東　　政 利 新役職： 上席執行役員 事業管理本部長 兼 事業統括部長

地域担当：アセアン

現役職： 上席執行役員 計器設計本部長

大 崎　裕 二 新役職： 上席執行役員 購買本部長

地域担当：日本

現役職： 上席執行役員 購買本部長

野 々 村  均 新役職： 上席執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部長

現役職： 上席執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部長 兼 第３営業統括部長

村 山　一 彦 新役職： 執行役員 計器営業本部副本部長 兼 営業管理統括部長

現役職： 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 兼

ポーランドプロジェクトシニアマネジャー 兼 ポーランド準備室マネジャー

浅 井　　智 新役職： 執行役員 計器営業本部 第１営業統括部長

現役職： 執行役員 計器営業本部 営業管理統括部長

沼 屋　宏 康 新役職： 執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部 ＥＭＳビジネスユニット統括部長

現役職： 執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部 技術統括部長 兼 開発技術部長

中 村　孝 範 新役職： 執行役員 生産技術本部長

現役職： 執行役員 ものづくり本部 生産統括部長

嘉 代  浩 一 新役職： 執行役員 生産技術本部 生産技術統括部長

現役職： 執行役員 ものづくり本部 生産統括部副統括部長 兼 実装技術部長

坂 詰  政 美 新役職： 執行役員 製造本部 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 兼 生産管理部長

武 藤　清 和 新役職： 執行役員 UK-NSI Co., Ltd.社長

現役職： 執行役員 事業管理本部 事業統括部長 兼 事業企画部長

渡 辺　桂 三 新役職： 執行役員 事業管理本部 財務統括部長

現役職： 執行役員 事業管理本部 財務統括部長 兼 システム企画部長

平 石　正 敏 新役職： 執行役員 事業管理本部 人事統括部長

現役職： 執行役員 人事統括部長



　執行役員の任命・職位変更

丹 野　秀 昭 新役職： 執行役員 製造本部 長岡工場長

現役職： ものづくり本部 長岡工場 ＨＵＤ製造部シニアマネジャー

富 永　　修 新役職： 執行役員 製造本部 生産管理統括部長

現役職： ＮＳウエスト株式会社 常務執行役員

永 野　恵 一 新役職： 執行役員 計器設計本部長

現役職： 技術本部 開発統括部長（シニアマネジャー）

田 村　秀 樹 新役職： 執行役員 購買本部 購買統括部長

現役職： 購買本部 購買部シニアマネジャー



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

4月1日
新 計器営業本部 営業管理統括部 副統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

恩田　孝樹
本社

現 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 本社

4月1日
新 計器設計本部 設計業務管理統括部 統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

西村　淳
T/C

現 計器設計本部 ﾊｰﾄﾞｳｴｱ設計統括部 東京ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行 業務管理ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務 東京T/C

4月1日
新 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ本部 EMSﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ統括部 副統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

永井　重宏
東京

現 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ本部 第3営業統括部 副統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ） EMS・ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ営業部ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務 東京

4月1日
新 技術本部 開発統括部 統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

渡辺　芳樹
R&Dｾﾝﾀｰ

現 技術本部 開発統括部 開発部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 開発5ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務 R&Dｾﾝﾀｰ

4月1日
新 生産技術本部 生産技術統括部 副統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

板垣　学
T/C

現 ものづくり本部 生産統括部 ＪＤ技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ T/C

4月1日
新 製造本部 長岡工場 副工場長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

宮澤　泰人
高見

現 人事統括部 人事・総務部 海外出向 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ Nippon Seiki De Mexico S.A. De C.V. 出向 （社長） NSMX

4月1日
新 品質保証本部 品質保証統括部 統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

入倉　学
T/C

現 人事統括部 人事・総務部 海外出向 ﾏﾈｼﾞｬｰ Thai Nippon Seiki Co., Ltd. 出向 ﾀｲNS

4月1日
新 事業管理本部 財務統括部 副統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ）

鈴木　秀之
本社

現 計器設計本部 設計管理統括部 統括部長（ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ） 技術管理部ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務 T/C

4月1日
新 事業管理本部 事業統括部 事業企画部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

鳥越　雅司
本社

（予定）
現 人事統括部 人事・総務部 海外出向 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ UK-NSI Co., Ltd. 出向　（社長） UK-NSI

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代行 Nippon Seiki De Mexico S.A. De C.V. 出向 （社長）

内藤　栄治
NSMX

現 人事統括部 人事・総務部 海外出向 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行 Nippon Seiki De Mexico S.A. De C.V. 出向 （副社長） NSMX

Nippon Seiki De Mexico S.A. De C.V. の日本語表記は、「ニッポンセイキ・デ・メヒコ社」、
Thai Nippon Seiki Co., Ltd.の日本語表記は、「タイ－ニッポンセイキ社」、
UK-NSI Co., Ltd.の日本語表記は、「ユーケーエヌ・エス・アイ社」として頂けますと幸いです。

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 松永 ＴＥＬ：０２５８－２４－３３３５ （内線１０５２）
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