
２０２０年３月３１日

大同特殊鋼株式会社

１．型鍛造製品事業に関する組織を変更する。

　（１）３月３１付けで「型鍛造構造改革プロジェクト」を廃止する。

　（２）４月１日付けで「型鍛造品事業部」を新設するとともに、同事業部配下に「事業企画室」、

　　　　「型鍛造品営業部」を新設。さらに「知多型鍛造工場（配下含む）」を「知多工場」配下から

　　　　移管設置する。また、「型鍛造品営業部」の配下に「東京営業室」、「営業技術室」を新設する。

　（３）４月１日付けで自動車ビジネスユニット東京営業部の配下の「第三営業室」を型鍛造品営業部に

　　　　新設される「東京営業室」に統合する。

　　〈事由〉型鍛造構造改革プロジェクトにて事業の抜本的改革を実施し、一定の成果を得た。

　　　　　　事業部化することで営業・生産活動の一体化を図り、構造改革をスピードアップさせる。

２．３月３１日付けで「鋼材構造改革プロジェクトⅡ」を廃止する。

　　〈事由〉高機能ステンレス鋼の拡販推進等を目的に、問題解決策の提案・戦略投資案の策定を

　　　　　　実施してきたが、概ね完遂したためプロジェクトを廃止する。

３．３月３１日付けで「ネクスト知多工場プロジェクト」を廃止する。

　　〈事由〉知多第２工場の用地建物取得と、ステンレス棒鋼・ＰＭ品の能力増強計画実行に向けた

　　　　　　インフラ整備を進めてきたが、完了目途が立ったためプロジェクトを廃止する。

次頁に続く

組　織　変　更



前頁からの続き

次頁に続く

変 更 後 変 更 前 

 

 

 

 

製品ポートフォリオ改革プロジェクト 

  二次加工生産改革プロジェクト 

     

  自動車ビジネスユニット 

    東京営業部 

      第一営業室 

      第二営業室 

 

      溶接材料営業室 

 

 

 

  型鍛造品事業部 

      事業企画室 

    型鍛造品営業部 

      東京営業室 

      営業技術室 

    知多型鍛造工場 

      生産管理室 

      技術室 

      品質保証室 

      製造室 

      君津工場 

 

  知多工場 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

型鍛造構造改革プロジェクト 

鋼材構造改革プロジェクトⅡ 

ネクスト知多工場プロジェクト 

製品ポートフォリオ改革プロジェクト 

二次加工生産改革プロジェクト 

 

  自動車ビジネスユニット 

    東京営業部 

      第一営業室 

      第二営業室 

      第三営業室 

      溶接材料営業室 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  知多工場 

    

    知多型鍛造工場 

      生産管理室 

      技術室 

      品質保証室 

      製造室 

      君津工場 

    

    

 



前頁からの続き

４．ソリューションパートナー部内の組織を変更する。

　（１）３月３１日付けで「プロジェクト統括室」を廃止する。

　（２）４月１日付けで「次世代モビリティ室」を新設する。

　　〈事由〉ソリューションパートナー部が統括してきた各プロジェクトの目的を

　　　　　　概ね達成したため、「プロジェクト統括室」を廃止する。

　　　　　　既存プロジェクトのひとつを研究・工場・営業が参画する

　　　　　　「次世代モビリティ室」に発展させ新設する。

５．４月１日付けで粉末製品部粉末工場「粉末加工室」を「粉末製造室」に統合する。

　　〈事由〉粉末製品の生産・出荷業務の効率化を図るため、粉末製造室に吸収する。

　　　　　　　　　　【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

変 更 後 変 更 前 

 

粉末製品部 

 

  粉末工場 

      粉末製造室 

      粉末技術開発室 

    

 

粉末製品部 

 

  粉末工場 

    粉末製造室 

    粉末技術開発室 

    粉末加工室 

 

 

変 更 後 変 更 前 

 

ソリューションパートナー部 

 

  次 世 代 モ ビ リ テ ィ 室 

    東京第一ソリューションパートナー室 

    東京第二ソリューションパートナー室 

    名古屋ソリューションパートナー室 

    大阪ソリューションパートナー室 

        

 

ソリューションパートナー部 

プロジェクト統括室 

 

東京第一ソリューションパートナー室 

東京第二ソリューションパートナー室 

名古屋ソリューションパートナー室 

大阪ソリューションパートナー室 

東 京 

 



（常務執行役員）

氏　　　名 変更後の分担・役職委嘱 2月28日公表時の分担・役職委嘱 変更年月日

森　義昭
生産部門、生産技術部、各工場統括
調達部、モノづくり改革部、粉末製品部、二次加工生産改革プロジェクト担当

生産部門、生産技術部、各工場統括
調達部、モノづくり改革部、粉末製品部担当

2020年4月1日

竹鶴　隆昭
技術企画部統括
環境部、安全健康推進部、技術開発研究所、電子部材製品部担当

技術企画部統括
技術開発研究所、電子部材製品部担当
ＣＲＭ部に関して西村副社長執行役員に協力

〃

利光　一浩
法務部、人事部、秘書室担当
総務部長委嘱

環境部、総務部、法務部、人事部、安全健康推進部、秘書室担当 〃

（執行役員）

氏　　　名 変更後の分担・役職委嘱 2月28日公表時の分担・役職委嘱 変更年月日

野口　祐二 営業総括部長および生産管理部長委嘱
生産管理部担当
営業総括部長委嘱

2020年4月1日

石濱　辰哉
生産技術部、星崎工場担当
型鍛造品事業部長委嘱

生産技術部、星崎工場担当
型鍛造事業管掌
ネクスト・知多工場・プロジェクトリーダーおよび二次加工生産改革プロジェクトリーダー
および型鍛造構造改革プロジェクトリーダー委嘱

〃

　　　　　　　　　　【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

2020年3月31日
大同特殊鋼株式会社

2020年2月28日に公表した「役員の体制・執行役員の担当および委嘱」の内容について、一部変更がありますのでお知らせいたします。

執行役員業務分担・役職委嘱変更



 

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人　事　異　動

（部     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

松尾　宗義
素形材事業部長
兼　素形材事業部航空宇宙材料部長
兼　素形材事業部素形材　海外営業部長

素形材事業部航空宇宙材料部長
兼　素形材事業部素形材　海外営業部長

2020年3月31日

後藤　伸一朗
ＣＲＭ部長
兼　ＣＲＭ部監査室長

ＣＲＭ部主席部員
兼　ＣＲＭ部監査室長

2020年4月1日

大西　義通 経営企画部主席部員
経営企画部主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主席部員

〃

水野　功基 経営企画部主席部員 株式会社ダイドー電子 出向 〃

野村　一朗 技術企画部主席部員
技術企画部主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主席部員

〃

藤村　禎久
ＩＴ企画部デジタル化推進室長
兼　二次加工生産改革プロジェクト主席部員

ＩＴ企画部デジタル化推進室長
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主席部員
兼　二次加工生産改革プロジェクト主席部員

〃

岡村　清隆 技術開発研究所副所長

星崎工場副工場長
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
兼　二次加工生産改革プロジェクト主席部員

〃

加藤　健

二次加工生産改革プロジェクトリーダー
兼　知多工場主席部員
兼　星崎工場主席部員
兼　知多工場知多第２工場長

知多工場主席部員
兼　星崎工場主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主席部員
兼　知多工場知多第２工場長

〃

田島　明彦 営業総括部販売管理室長
営業総括部販売管理室長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員

〃

酒向　秀文 輸出部長 人事部主席部員 〃

武藤　利喜 自動車ビジネスユニット名古屋営業部長
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　二次加工生産改革プロジェクト主席部員

〃

（次頁へ続く）

2020年3月31日

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

高宮　伸
ステンレス・軸受産機ビジネスユニット東京営業部長
兼　ステンレス・軸受産機ビジネスユニット東京営業部チタン営業室長

ステンレス・軸受産機ビジネスユニット東京営業部長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員

2020年4月1日

鈴木　忠敬
ステンレス・軸受産機ビジネスユニット大阪営業部長
兼　ステンレス・軸受産機ビジネスユニット大阪営業部棒線営業室長

生産管理部長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主席部員
兼　二次加工生産改革プロジェクト主席部員

〃

二村　高司 素形材事業部素形材　国内営業部長
素形材事業部素形材　国内営業部長
兼　素形材事業部素形材　国内営業部西日本営業室長

〃

渡邊　光平
素形材事業部航空宇宙材料部長
兼　素形材事業部素形材　海外営業部長

輸出部長 〃

和田　貴夫
素形材事業部渋川工場副工場長
兼　生産技術部主席部員

生産技術部生産技術室長
兼　生産技術部主席部員

〃

保母　誠 工具鋼事業部企画開発部ソリューション室主席部員 海外事業部主席部員 〃

守山　忠男 型鍛造品事業部主席部員 型鍛造構造改革プロジェクト主席部員 〃

伊藤　純 型鍛造品事業部型鍛造品営業部長
自動車ビジネスユニット主席部員
兼　型鍛造構造改革プロジェクト主席部員

〃

伊﨑　雅裕 型鍛造品事業部型鍛造品営業部営業技術室長
ソリューションパートナー部東京第二ソリューションパートナー室主席部員
兼　型鍛造構造改革プロジェクト主席部員

〃

鈴木　慎一 型鍛造品事業部知多型鍛造工場長
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

〃

仲　賢二 高合金部高合金営業部東京営業室長 高合金部高合金営業部東京営業室主席部員 〃

墨　武司
高合金部高合金営業部名古屋営業室長
兼　高合金部高合金営業部大阪営業室長

高合金部高合金営業部名古屋営業室長
兼　高合金部高合金営業部大阪営業室長
兼　ソリューションパートナー部プロジェクト統括室主席部員

〃

山本　知己 粉末製品部粉末営業部長
粉末製品部粉末営業部長
兼　粉末製品部粉末営業部粉末ソリューション室長

〃

吉田　広明 電子部材製品部主席部員 ソリューションパートナー部プロジェクト統括室長 〃

（次頁へ続く）



（前頁より続き）
（部     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

永谷　哲洋 生産技術部長
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

2020年4月1日

林　琢文 生産技術部主席部員
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

〃

福井　義久
生産技術部主席部員
兼　生産技術部生産技術室主席部員
兼　製品ポートフォリオ改革プロジェクト主席部員

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

〃

柴田　佳幸
生産技術部生産技術室長
兼　生産技術部主席部員

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

〃

野口　敦司 知多工場副工場長
知多工場副工場長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員

〃

岸　幹根
知多工場副工場長
兼　生産技術部主席部員

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

〃

迫間　保弘
知多工場副工場長
兼　生産技術部主席部員

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

〃

土田　泰規
知多工場設備センター長
兼　型鍛造品事業部知多型鍛造工場主席部員
兼　知多工場知多帯鋼工場主席部員

知多工場設備センター長
兼　知多工場知多型鍛造工場主席部員
兼　知多工場知多帯鋼工場主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主席部員

〃

安部　勇志
星崎工場副工場長
兼　二次加工生産改革プロジェクト主席部員

ステンレス・軸受産機ビジネスユニット大阪営業部棒線営業室長 〃

市原　祐一
星崎工場副工場長
兼　生産技術部主席部員
兼　二次加工生産改革プロジェクト主席部員

星崎工場主席部員
兼　二次加工生産改革プロジェクト主席部員

〃

後藤　裕二 機械事業部滝春テクノセンター長 機械事業部滝春テクノセンター資材室長 〃

館農　康志 大同エコメット株式会社 出向 技術開発研究所副所長 〃

（次頁へ続く）



（前頁より続き）
（部     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

山口　智則 株式会社ダイドー電子 出向
素形材事業部渋川工場副工場長
兼　生産技術部主席部員

2020年4月1日

篠塚　光洋 大同マシナリー株式会社 出向 技術企画部川崎テクノセンター長 〃

横井　孝史 大同環境エンジニアリング株式会社 出向 機械事業部滝春テクノセンター長 〃

矢田　雅也 理研製鋼株式会社 出向 ステンレス・軸受産機ビジネスユニット大阪営業部長 〃

冨田　泰弘 社会医療法人宏潤会 社外勤務
高合金部高合金営業部東京営業室長
兼　ステンレス・軸受産機ビジネスユニット東京営業部主席部員
兼　自動車ビジネスユニット名古屋営業部主席部員

〃

（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　製品ポートフォリオ改革プロジェクト副主席部員
兼　二次加工生産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
兼　製品ポートフォリオ改革プロジェクト副主席部員
兼　二次加工生産改革プロジェクト副主席部員

2020年4月1日

上嶋　彰 関連事業部副主席部員 ＩＴ企画部デジタル化推進室副主席部員 〃

須藤　修 海外事業部副主席部員 Daido D.M.S. India Pvt. Ltd. 出向 〃

堀口　保彦
技術企画部築地テクノセンター長
兼　技術企画部川崎テクノセンター長
兼　技術企画部中津川テクノセンター長

技術企画部築地テクノセンター長
兼　技術企画部中津川テクノセンター長

〃

酒井　拓也 安全健康推進部ヘルス改革室副主席部員 人事部副主席部員 〃

日原　一幸 調達部企画管理室長
調達部企画管理室長
兼　調達部資材調達室長

〃

（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

川﨑　剛 調達部資材調達室長
知多工場環境室長
兼　ネクスト知多工場プロジェクト副主席部員

2020年4月1日

松本　健一 技術開発研究所企画室副主席部員 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 〃

小川　道治 技術開発研究所ソリューション支援室副主席部員 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 〃

古橋　実 営業総括部販売管理室副主席部員
営業総括部販売管理室副主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ副主席部員

〃

臼杵　成章 生産管理部物流室長
生産管理部物流室長
兼　ネクスト知多工場プロジェクト副主席部員

〃

寺下　一郎 輸出部第二営業室長
ステンレス・軸受産機ビジネスユニット東京営業部チタン営業室長
兼　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副主席部員

〃

奴田原　幸司 ステンレス・軸受産機ビジネスユニット大阪営業部軸受産機営業室長 輸出部第二営業室長 〃

森永　英樹 ステンレス・軸受産機ビジネスユニット大阪営業部福岡営業所長
ステンレス・軸受産機ビジネスユニット大阪営業部軸受産機営業室長
兼　型鍛造構造改革プロジェクト副主席部員

〃

奥村　鉄平 ソリューションパートナー部副主席部員 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 〃

古瀬　泰輔 ソリューションパートナー部副主席部員 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 〃

多湖　雄一郎 ソリューションパートナー部副主席部員 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 〃

井上　圭介 ソリューションパートナー部次世代モビリティ室長
技術開発研究所構造材料第二研究室長
兼　技術開発研究所構造材料第一研究室長

〃

宮澤　一成 ソリューションパートナー部次世代モビリティ室副主席部員 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 〃

菰田　頼忠 ソリューションパートナー部次世代モビリティ室副主席部員 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 〃

山口　真二 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
知多工場知多帯鋼工場技術室長
兼　生産技術部副主席部員

〃
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櫻井　尚 ソリューションパートナー部大阪ソリューションパートナー室副主席部員 星崎工場技術室副主席部員 2020年4月1日

一柳　英樹 素形材事業部素形材　国内営業部西日本営業室長 素形材事業部航空宇宙材料部航空宇宙材料営業室副主席部員 〃

櫻井　肇 素形材事業部航空宇宙材料部航空宇宙材料市場開発室副主席部員 一般社団法人日本鉄鋼協会 社外勤務 〃

渡邉　光輝 型鍛造品事業部副主席部員 型鍛造構造改革プロジェクト副主席部員 〃

木村　浩二
型鍛造品事業部型鍛造品営業部営業技術室副主席部員
兼　ソリューションパートナー部大阪ソリューションパートナー室副主席部員

ソリューションパートナー部大阪ソリューションパートナー室副主席部員 〃

佐藤　大
型鍛造品事業部知多型鍛造工場生産管理室長
兼　型鍛造品事業部事業企画室長

知多工場知多型鍛造工場生産管理室長
兼　型鍛造構造改革プロジェクト副主席部員

〃

早矢仕　英謙
型鍛造品事業部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長
兼　生産技術部副主席部員

〃

奈良井　慶 型鍛造品事業部知多型鍛造工場品質保証室長 知多工場知多型鍛造工場品質保証室長 〃

長　浩之 型鍛造品事業部知多型鍛造工場製造室長 知多工場知多型鍛造工場製造室長 〃

首藤　彰彦 型鍛造品事業部知多型鍛造工場製造室副主席部員 知多工場知多型鍛造工場製造室副主席部員 〃

大橋　寛人 型鍛造品事業部知多型鍛造工場君津工場長 知多工場知多型鍛造工場君津工場長 〃

佐藤　直也 型鍛造品事業部知多型鍛造工場君津工場副主席部員 知多工場知多型鍛造工場君津工場副主席部員 〃

小山　治雄 粉末製品部粉末営業部粉末ソリューション室長 粉末製品部粉末工場粉末技術開発室長 〃

野田　竜史 粉末製品部粉末工場粉末製造室長 粉末製品部粉末工場粉末製造室副主席部員 〃

春日　信二郎 粉末製品部粉末工場粉末技術開発室長 粉末製品部粉末工場粉末加工室長 〃

水野　史人
粉末製品部粉末工場粉末技術開発室副主席部員
兼　粉末製品部粉末工場品質保証係副主席部員

粉末製品部粉末工場粉末技術開発室副主席部員
兼　粉末製品部粉末工場粉末技術開発室品質保証係副主席部員

〃
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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　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
兼　製品ポートフォリオ改革プロジェクト副主席部員

2020年4月1日

山本　琢央

知多工場総務室長
兼　型鍛造品事業部知多型鍛造工場副主席部員
兼　知多工場知多帯鋼工場副主席部員
兼　知多工場知多第２工場副主席部員

知多工場総務室長
兼　知多工場知多型鍛造工場（工場付）副主席部員
兼　知多工場知多帯鋼工場（工場付）副主席部員
兼　知多工場知多第２工場副主席部員

〃

柳下　正弘
知多工場設備センター副主席部員
兼　二次加工生産改革プロジェクト副主席部員

知多工場設備センター副主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト副主席部員
兼　二次加工生産改革プロジェクト副主席部員

〃

石川　浩義
知多工場設備センター副主席部員
兼　知多工場知多第２工場副主席部員

知多工場設備センター副主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト副主席部員
兼　知多工場知多第２工場副主席部員

〃

酒井　英治 知多工場環境室長 粉末製品部粉末工場粉末製造室長 〃

高野　昌樹
知多工場知多帯鋼工場技術室長
兼　生産技術部副主席部員

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
兼　高合金部高合金営業部副主席部員

〃

小林　健 星崎工場副主席部員
星崎工場副主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ副主席部員

〃

寺門　栄治 機械事業部滝春テクノセンター資材室長 機械事業部設計部熱処理設備設計室長 〃

小塚　俊之 機械事業部企画管理部技術統括室長 機械事業部設計部熱処理設備設計室副主席部員 〃

北林　庄治 機械事業部企画管理部技術統括室主任部員 機械事業部企画管理部技術統括室長 〃

落合　孝哉 機械事業部設計部熱処理設備設計室長 機械事業部設計部熱処理設備設計室副主席部員 〃

牧戸　武彦 桜井興産株式会社 出向 ステンレス・軸受産機ビジネスユニット大阪営業部福岡営業所長 〃

折井　敬 一般社団法人日本鉄鋼協会 社外勤務 環境部副主席部員 〃
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深見　恵子 経営企画部主任部員
経営企画部主任部員
兼　関連事業部主任部員

2020年4月1日

竹川　雄介 ＩＴ企画部主任部員 ＩＴ企画部デジタル化推進室主任部員 〃

阪本　達郎
ＩＴ企画部デジタル化推進室主任部員
兼　モノづくり改革部エンジニアリング推進室主任部員

株式会社スターインフォテック 出向 〃

池田　博昭 モノづくり改革部エンジニアリング推進室主任部員
モノづくり改革部エンジニアリング推進室主任部員
兼　電子部材製品部光デバイス室主任部員

〃

若菜　努 環境部主任部員 知多工場環境室主任部員 〃

田中　優樹
技術開発研究所構造材料第二研究室長
兼　技術開発研究所構造材料第一研究室長

技術開発研究所構造材料第一研究室主任研究員 〃

横井　直樹 技術開発研究所金型材料技術研究室長 素形材事業部渋川工場生産技術室主任部員 〃

酒井　康明 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 技術開発研究所構造材料第二研究室主任研究員 〃

大畑　秀司
素形材事業部航空宇宙材料部航空宇宙材料営業室主任部員
兼　素形材事業部素形材　海外営業部海外営業室主任部員

素形材事業部素形材　海外営業部海外営業室主任部員 〃

徳川　豊治 素形材事業部渋川工場品質保証室主任部員 素形材事業部渋川工場鍛圧室主任部員 〃

伊吹　基宏 工具鋼事業部企画開発部ソリューション室主任部員 技術開発研究所金型材料技術研究室長 〃

福島　誉史 型鍛造品事業部主任部員 型鍛造構造改革プロジェクト主任部員 〃

加藤　大三郎 型鍛造品事業部型鍛造品営業部東京営業室長 自動車ビジネスユニット東京営業部第三営業室長 〃

鈴木　雅弘 型鍛造品事業部型鍛造品営業部東京営業室主任部員 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 〃

林　慎一郎 型鍛造品事業部型鍛造品営業部営業技術室主任部員 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主任部員 〃
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内田　光宣 型鍛造品事業部知多型鍛造工場生産管理室主任部員 知多工場知多型鍛造工場生産管理室主任部員 2020年4月1日

大迫　昭司 型鍛造品事業部知多型鍛造工場技術室主任部員 知多工場知多型鍛造工場技術室主任部員 〃

石泉　有規 型鍛造品事業部知多型鍛造工場技術室主任部員 知多工場知多型鍛造工場技術室主任部員 〃

柳沢　朋義
型鍛造品事業部知多型鍛造工場品質保証室主任部員
兼　型鍛造品事業部知多型鍛造工場技術室主任部員

知多工場知多型鍛造工場品質保証室主任部員
兼　知多工場知多型鍛造工場技術室主任部員

〃

内山　雅樹 型鍛造品事業部知多型鍛造工場製造室主任部員 知多工場知多型鍛造工場製造室主任部員 〃

越智　裕文 型鍛造品事業部知多型鍛造工場製造室主任部員 知多工場知多型鍛造工場製造室主任部員 〃

西本　佑輔 型鍛造品事業部知多型鍛造工場君津工場主任部員 知多工場知多型鍛造工場君津工場主任部員 〃

星野　伸英 粉末製品部粉末工場品質保証係長 粉末製品部粉末工場粉末技術開発室品質保証係長 〃

戸田　誠 電子部材製品部主任部員 知多工場知多帯鋼工場技術室主任部員 〃

井上　宣之 生産技術部生産技術室主任部員
鋼材構造改革プロジェクトⅡ主任部員
兼　生産技術部生産技術室主任部員

〃

矢野　貴之
知多工場主任部員
兼　生産技術部主任部員

知多工場主任部員
兼　生産技術部主任部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主任部員

〃

田村　哲男 知多工場設備センター主任部員
知多工場設備センター主任部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主任部員

〃

渡邉　明 知多工場設備センター主任部員
知多工場設備センター主任部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主任部員

〃

澤田　将規 知多工場知多帯鋼工場技術室主任部員 知多工場知多帯鋼工場冷延室主任部員 〃

若月　健 星崎工場主任部員
星崎工場主任部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主任部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主任部員

〃
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溝口　大作 機械事業部設計部溶融設備設計室主任部員 機械事業部設計部真空設備設計室主任部員 2020年4月1日

川田　雅也 大同ＤＭソリューション株式会社 出向 工具鋼事業部企画開発部企画管理室主任部員 〃

伊東　宏治 株式会社ダイドー電子 出向 株式会社大同キャスティングス 出向 〃

水野　大喜 大同精密工業株式会社 出向 素形材事業部渋川工場生産技術室主任部員 〃

大藤　克子 一般社団法人特殊鋼倶楽部 社外勤務 電子部材製品部薄膜電子部材室主任部員 〃

　　　　　　　　　　【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
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