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２０２０－３－３１
東芝デバイス＆ストレージ株式会社
２０２０年４月１日付主な組織再編および主な人事異動について

＊2020 年 4 月の人事処遇制度改定に伴いマネジメント職の役職が変更となります。
２０２０年４月１日付主な組織再編
・ディスクリート半導体事業部とシステムデバイス事業部を統合し、半導体事業部を設立する。
※1 月 20 日に公表済み
・電子デバイス＆ストレージ営業センターを廃止し、同センターの機能を半導体事業部とスト
レージプロダクツ事業部に移管する。※1 月 20 日に公表済み
・半導体事業部傘下に、ディスクリート半導体事業統括部とシステムデバイス事業統括部、半
導体営業センターを新設する。※1 月 20 日に公表済み
・横断的かつ戦略的な営業活動を実践するため、統合営業戦略部を新設する。
２０２０年４月１日付主な人事異動

※発表済みの人事異動は除く

（発令）
▽部品材料技師長

（現職）
兼

技術企画

（氏名）

（株式会社東芝）

金澤 博史

▽パワーデバイス技師長

（株式会社東芝）

高下 正勝

▽内部管理推進部ゼネラルマネジ

（同部内部管理推進担当グループ

上野 妙子

部ゼネラルマネジャー

ャー
▽調達部ゼネラルマネジャー

長）
（株式会社ジャパンセミコンダク

佐藤 倫行

ター）
▽統合営業戦略部ゼネラルマネジ

（内部管理推進部長）

島田 優

ャー
▽半導体事業部半導体事業企画部
ゼネラルマネジャー

（ディスクリート半導体事業部デ
ィスクリート半導体企画・生産
管理部長）
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伊藤 伸二

X

▽半導体事業部デジタルマーケテ
ィング部シニアマネジャー

（電子デバイス＆ストレージ営業

角 恵

センターデジタルマーケティン
グ統括部デジタルマーケティン
グ部長）

▽半導体事業部半導体品質統括部
ゼネラルマネジャー

兼

同事

業部同統括部ディスクリート半

（ディスクリート半導体事業部デ

松本 泰三

ィスクリート半導体信頼性技術
部長）

導体信頼性技術部シニアマネジ
ャー
▽半導体事業部半導体品質統括部

（品質推進センター参事）

中川 治

半導体品質企画シニアマネジャ
ー
▽半導体事業部半導体品質統括部
システム半導体信頼性技術部シ

（システムデバイス事業部品質信

若井 伸之

頼性技術部長）

ニアマネジャー
▽半導体事業部半導体営業センタ
ーゼネラルマネジャー
▽半導体事業部半導体営業センタ
ー営業企画部シニアマネジャー
▽半導体事業部半導体営業センタ
ーフォーカスアカウント部シニ

（電子デバイス＆ストレージ営業

田村 学

センター国内営業統括部長）
（電子デバイス＆ストレージ営業

高橋 正行

センター営業企画部長）
（電子デバイス＆ストレージ営業

篠崎 嘉宏

センター海外営業統括部長）

アマネジャー
▽半導体事業部半導体営業センタ

（電子デバイス＆ストレージ営業

ー車載営業第一部シニアマネジ

センター国内営業統括部中日本

ャー

営業部長）

▽半導体事業部半導体営業センタ

（電子デバイス＆ストレージ営業

ー車載営業第二部シニアマネジ

センターデジタルマーケティン

ャー

グ統括部プロモーションサポー
ト部長）
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岩本 兼慶

松田 英生
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▽半導体事業部半導体営業センタ

（電子デバイス＆ストレージ営業

ーチャネルセールス第一部シニ

センター海外統括部アジア 部

アマネジャー

長）

▽半導体事業部半導体営業センタ

（電子デバイス＆ストレージ営業

ーチャネルセールス第二部シニ

センター国内営業統括部東日本

アマネジャー

第一営業部長）

▽半導体事業部ディスクリート半

小田 泰子

大塩 豊

（パワーデバイス技師長）

川野 友広

▽半導体事業部ディスクリート半

（ディスクリート半導体事業部デ

武藤 拓也

導体事業統括部ディスクリート

ィスクリート半導体企画・生産

半導体生産管理部シニアマネジ

管理部ディスクリート半導体生

ャー

産管理担当グループ長）

導体事業統括部ゼネラルマネジ
ャー

▽半導体事業部ディスクリート半
導体事業統括部先端オプト素子

（ディスクリート半導体事業部先

高野 彰夫

端オプト素子開発部長附）

開発部シニアマネジャー
▽半導体事業部ディスクリート半

（ディスクリート半導体事業部立

導体事業統括部組立生産技術部

生産技術部部品組立技術担当グ

シニアマネジャー

ループ長）

▽半導体事業部ディスクリート半

（ディスクリート半導体事業部デ

導体事業統括部ディスクリート

ィスクリート応用技術センター

応用技術センターアイソレーシ

オプティカルカプラ応用技術部

ョンソリューション応用技術部

長）

坪井 義治

野口 宗昭

シニアマネジャー
▽半導体事業部ディスクリート半

（ディスクリート半導体事業部先

導体事業統括部先端ディスクリ

端ディスクリート開発センター

ート開発センターディスクリー

ディスクリートプロセス企画部

トプロセス企画部シニアマネジ

先端ディスクリート開発企画＆

ャー

管理担当グループ長）

3

甲斐 徹哉
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▽半導体事業部ディスクリート半

（ディスクリート半導体事業部先

導体事業統括部先端ディスクリ

端ディスクリート開発センター

ート開発センター先端ディスク

先端ディスクリートユニットプ

リートユニットプロセス開発部

ロセス開発部先端ディスクリー

シニアマネジャー

トユニットプロセス開発第一担

江崎 朗

当グループ長）
▽半導体事業部システムデバイス

（システムデバイス事業部システ

事業統括部ゼネラルマネジャー

ムデバイス企画・生産管理統括

田口 善之

部長）
▽半導体事業部システムデバイス

（システムデバイス事業部システ

事業統括部システムデバイス企

ムデバイス企画・生産管理統括

画・生産管理部シニアマネジャ

部システムデバイス企画・生産

ー

管理部システムデバイス企画担

塚本 大輔

当グループ長）
▽半導体事業部システムデバイス

（システムデバイス事業部長附）

月原 徹也

（システムデバイス事業部長附）

杉田 一弘

（システムデバイス事業部長附）

橋本 介臣

（システムデバイス事業部デジタ

渡辺 幸男

事業統括部アナログ・プロダク
ト部シニアマネジャー
▽半導体事業部システムデバイス
事業統括部マイコン・プロダク
ト部シニアマネジャー
▽半導体事業部システムデバイス
事業統括部デジタル・プロダク
ト部シニアマネジャー
▽半導体事業部システムデバイス
事業統括部デジタル開発部シニ

ル開発第一部長）

アマネジャー
▽半導体事業部システムデバイス
事業統括部設計技術開発部シニ

（株式会社ジャパンセミコンダク

三木 和彦

ター）

アマネジャー
▽半導体事業部システムデバイス
事業統括部テスト・パッケージ

（システムデバイス事業部テス
ト・ＰＫＧ技術部長）

技術部シニアマネジャー
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永島 彰

X

▽ストレージプロダクツ事業部ス

同事業部ストレージプロダクツ事

トレージプロダクツ設計生産統

業企画部長

括部ゼネラルマネジャー 兼務

ラルマネジャーとして継続

▽ストレージプロダクツ事業部ス

山崎 学

※同事業部同部ゼネ

同事業部同統括部ＨＤＤ営業企画

トレージプロダクツ営業推進統

部長

括部パーソナルストレージ営業

ニアマネジャーとして継続

藤木 裕久

※同事業部同統括部同部シ

推進部シニアマネジャー 兼務
▽ストレージプロダクツ事業部ス

（同事業部同統括部ＨＤＤ製品技

トレージプロダクツ設計生産統

術部ＨＤＤ製品技術第六担当グ

括部ＨＤＤコントローラ技術部

ループ長）

吉田 賢治

シニアマネジャー

以
本資料に関するお問い合わせ先：
東芝デバイス＆ストレージ 広報・ＩＲ担当 ＴＥＬ ０３（３４５７）３５７６
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