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News Release 

報道関係者各位 

2020 年 3 月 24 日 
ＮＴＮ株式会社 

広報・ＩＲ部 

機 構 改 革 

 

【2020年 4月 1日付】 

１．新事業探索開発部の新設 

内容： 新商品の開発と事業化の加速を図るため、新商品戦略本部に新事業探索開発部を

新設する。 

２．EVモジュール事業部の再編 

内容： インホイールモータシステムへの集中と事業化の加速を図るため、電動ブレーキ開発

機能を新商品戦略本部新事業探索開発部に移管するとともに、事業推進部を廃止し、

その機能を技術部に移管する。 

３．複合材料商品事業部の再編 

内容： 焼結事業におけるリソースの集約と事業再編の推進を図るため、複合材料商品事業

部の複合材料技術部および新商品開発部を廃止し、同事業部が担っていた焼結事

業に関する機能をＮＴＮアドバンストマテリアルズ㈱へ移管する。 

 

 

 



    NTN 株式会社 
〒550-0003 大阪市西区京町堀 1 丁目 3 番 17 号 

TEL: 06(6443)5001 

https://www.ntn.co.jp 

2/6 

News Release 

人 事 異 動（執行役人事） 

【2020 年 4 月 1 日付】 

新職 旧職 氏 名 

代表執行役 執行役専務 

 自動車事業本部 本部長 

▽（兼）調達本部担当 

代表執行役 執行役専務 

 自動車事業本部 本部長 

（兼）欧州・ｱﾌﾘｶ州地区担当 

宮澤 秀彰 

執行役専務 

▽欧州・ｱﾌﾘｶ州地区担当（欧州勤務） 

（兼）米州地区担当 

代表執行役 執行役専務 

CTO（最高技術責任者） 

（兼）新商品戦略本部担当 

（兼）米州地区担当 

寺阪 至徳 

▽代表執行役 執行役常務 

アフターマーケット事業本部担当 

▽（兼）産業機械事業本部担当 

（兼）品質保証本部担当 

（兼）韓国ＮＴＮ販売㈱担当 

（兼）ｱｾｱﾝ・大洋州・西ｱｼﾞｱ各地区担当 

（兼）ｲﾝﾄﾞ地区担当 

執行役常務 

アフターマーケット事業本部担当 

（兼）品質保証本部担当 

（兼）韓国ＮＴＮ販売㈱担当 

（兼）ｱｾｱﾝ・大洋州・西ｱｼﾞｱ各地区

担当 

（兼）ｲﾝﾄﾞ地区担当 

鵜飼 英一 

執行役常務 

人事部門担当 

▽（兼）CSR（社会的責任）推進本部担当 

（兼）情報企画部担当 

▽（兼）総務部担当 

▽（兼）EHS（環境・労働安全衛生）統括部 

担当 

執行役常務 

 経営戦略本部 本部長 

（兼）人事部門担当 

白鳥 俊則 

執行役 

▽CTO（最高技術責任者） 

 （兼）研究部門担当 

▽（兼）新商品戦略本部担当 

▽（兼）自然エネルギー商品事業部担当 

執行役 

 研究部門担当 

 江上 正樹 

執行役 

生産本部 本部長 

（兼）生産技術研究所担当 

▽（兼）複合材料商品事業部長 

執行役 

生産本部 本部長 

（兼）生産技術研究所担当 
尾迫 功 

▽執行役 

▽需給センター担当 

▽（兼）原価企画部担当 

▽（兼）中国地区担当 

執行役員 

生産本部 副本部長 

（兼）生産戦略部長 

（兼）生産技術研究所担当 

皆見 章行 
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新職 旧職 氏 名 

執行役 

 自動車事業本部 副本部長 

（兼）自動車事業本部  

電動モジュール商品事業部長 

▽（兼）EVモジュール事業部担当 

執行役 

 自動車事業本部 副本部長 

（兼）自動車事業本部 

電動モジュール商品事業部長 

亀高 晃司 

執行役 

▽CFO（最高財務責任者） 

（兼）財務本部 本部長 

執行役 

 財務本部 本部長 十河 哲也 

執行役 

▽経営戦略本部 本部長 

執行役 

 経営戦略本部 副本部長 
山本 正明 

▽は、新職を表しています。 

 

退任執行役 

【2020 年 3 月 31 日付】 

 代表執行役 執行役専務 大橋 啓二 

       執行役専務 後藤 逸司 

       執行役常務 梅本 武彦 

       執行役常務 川島 一貴 

       執行役常務 辻  秀文 
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人 事 異 動（執行役員人事） 

【2020 年 4 月 1 日付】 

新職 旧職 氏 名 

執行役員 

▽調達本部担当 

 

執行役員 

自動車事業本部 副本部長 

（兼）磐田製作所長 

上田  智 

執行役員 

▽EHS(環境・労働安全衛生)統括部担当 

 （兼）人事部担当 

 （兼）グローバル人材育成部担当 

（兼）総務部担当 

執行役員 

EHS(環境・労働安全衛生)統括部長 

 （兼）人事部担当 

 （兼）グローバル人材育成部担当 

（兼）総務部担当 

野々 健二 

 執行役員 

▽産業機械事業本部 本部長 

執行役員 

産業機械事業本部 副本部長 
播磨  悦 

執行役員  

▽調達本部 本部長 

▽（兼）公正取引推進責任者 

執行役員 

調達本部担当 

 

エルベ ブルロ 

▽は、新職を表しています。 

 

退任執行役員 

【2020 年 3 月 31 日付】 

 常務執行役員  森 夏比古 

 執行役員    ピート アイク 

 執行役員    岡阪 誠 

執行役員    皆見 章行（4 月 1 日付 執行役就任）   
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人 事 異 動 

【2020 年 4 月 1 日付】 

新職 旧職 氏名 

新商品戦略本部長 

▽(兼)新事業探索開発部長 

新商品戦略本部長 

(兼)商品化戦略部長 
沖  芳郎 

新商品戦略本部 

▽商品化戦略部長 

新商品戦略本部 

知的財産戦略部 
河村 浩志 

生産本部 

▽生産戦略部長 

生産本部 

生産戦略部 
鈴木 好隆 

▽内部監査部長 内部監査部 林  重之 

▽ＥＨＳ（環境・労働安全衛生）統括部長 ＥＨＳ（環境・労働安全衛生）統括部 山﨑 雅之 

▽商品開発研究所長 自動車事業本部 中野 賀泰 

産業機械事業本部 

桑名製作所 

▽小中型工場長 

㈱ＮＴＮ三重製作所 

 

 

村松 勝利 

産業機械事業本部 

桑名製作所 

▽大型工場長 

(兼)熱処理工場長  

産業機械事業本部 

桑名製作所 

熱処理工場長 

 

漆戸 一博 

産業機械事業本部 

桑名製作所 

▽いなべ工場長 

産業機械事業本部 

桑名製作所 

小中型工場長 

瀧川 敦司 

自動車事業本部 

▽事業企画部長 

自動車事業本部 

事業企画部 
謝名堂 研介 

▽自動車事業本部 副本部長 

▽（兼）磐田製作所長 

▽（兼）生産技術部長 

自動車事業本部 

磐田製作所 

等速ジョイント工場長 

佐藤 修治 

自動車事業本部 

磐田製作所  

▽等速ジョイント工場長 

自動車事業本部 

磐田製作所 

生産技術部長 

伊藤  崇 

▽ＥＶモジュール事業部長 ＥＶモジュール事業部 副事業部長 牧野 智昭 

▽は、新職を表しています。 
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新職 旧職 氏名 

複合材料商品事業部 

▽事業企画部長 

複合材料商品事業部 

事業企画部 
長谷川 真之 

複合材料商品事業部 

▽営業技術部長 

複合材料商品事業部 

精密樹脂技術部長 
谷川 直成 

複合材料商品事業部 

▽精密樹脂技術部長 

複合材料商品事業部 

精密樹脂技術部 
石井 卓哉 

複合材料商品事業部 

▽精密樹脂製作所長 

▽(兼)品質保証部長 

複合材料商品事業部 

事業企画部長 

 

古森  功 

 複合材料商品事業部 

精密樹脂製作所 

▽管理部長 

複合材料商品事業部 

事業企画部 

 

網倉 泰司 

▽NTN宝達志水製作所 社長 
調達本部 本部長 

（兼）公正取引推進責任者 
賀茂 邦男 

▽NTN-BOWER CORPORATION 社長 ㈱ＮＴＮ宝達志水製作所 社長 岡本 謙一 

▽は、新職を表しています。 


