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News Release 

報道関係各位 

2021 年 3 月 26 日 
ＮＴＮ株式会社 

広報・ＩＲ部 

機 構 改 革 

 

【2021年 4月 1日付】 

１．内部監査部門の再編 

内容： 監査委員会と内部監査部門の連携を強化し、監査業務を一層実効的に実施するため、

経営監査室と内部監査部を統合し、経営監査部を新設する。 

併せて、ＣＳＲ（社会的責任）推進本部に内部統制システム管理部を新設し、内部    

監査部のＪ-ＳＯＸ制度の統括管理機能を移管するとともに、同本部は、ＣＳＲ本部に  

改称する。 

２．調達本部の再編 

内容： グローバル調達の加速、加工材料品・買入部品の本社集中購買化の加速、調達・  

物流の管理機能強化を図るため、調達本部をグローバル調達本部に改称するとともに、

同本部に第一調達部および第二調達部を新設し、日本地区調達部およびグローバル

調達統括部は廃止する。 

３．人事本部の新設 

内容： ＮＴＮの成長戦略を支える人事部門の重点課題の早期解決と実現に向けて、人事 

本部を新設し、人事部およびグローバル人材育成部を移設する。 

４．産業機械事業本部 ソリューションビジネスセンターの新設 

内容： サービス・ソリューションおよびロボット関連の事業拡大を促進するため、産業機械  

事業本部にソリューションビジネスセンターを新設する。 

５．自動車事業本部の再編 

内容： 「もの造り」「調達」「技術」の総合的な商品・コスト競争力の強化を図るため、自動車 

事業本部に事業戦略本部を新設し、事業企画部および電動モジュール商品事業部

を移設する。また、機能部門を商種軸で集約したＣＶＪ製品ユニット、アクスル製品   

ユニットおよび自動車軸受製品ユニットを新設し、以下 9部を移設する。 

ＣＶＪ製品ユニット：ＣＶＪ技術部、ＣＶＪ開発部、 

ＣＶＪ事業強化推進部（ＣＶＪ事業推進部から改称） 

アクスル製品ユニット:アクスルユニット事業強化推進部(新設) 

アクスルユニット製品開発部(自動車ユニット技術部から改称) 

自動車軸受製品ユニット：適用技術部、自動車軸受技術部、ニードル軸受技術部 

および機能実験部 
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人 事 異 動（執行役人事） 

（１）新任執行役（2021 年４月１日付） 

市川 博幸   （現 産業機械事業本部 副本部長(兼)桑名製作所長） 

播磨 悦    （現 執行役員 産業機械事業本部 本部長） 
 

（２）役職の変更（2021 年４月１日付） 

尾迫 功  執行役常務 （現 執行役） 
 

（３）担当の変更（2021 年４月１日付） 

氏名 役職 新担当 現担当 

宮澤 秀彰 代表執行役 

執行役専務 

自動車事業本部 本部長 

(兼)グローバル調達本部担当 

自動車事業本部 本部長 

(兼)調達本部担当 

寺阪 至徳 執行役専務 欧州・アフリ力州地区担当 

(兼)欧州・アフリ力州地区総支配人室  

総支配人 

(兼)米州地区担当 

欧州・アフリ力州地区担当 

(兼)米州地区担当 

尾迫 功 執行役常務 生産本部担当 

(兼)生産技術研究所担当 

(兼)複合材料商品事業部担当 

(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・西アジア地区 

担当 

(兼)インド地区担当 

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 

担当 

 

白鳥 俊則  執行役常務 人事本部担当 

(兼)ＣＳＲ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 

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 

市川 博幸 執行役 自動車事業本部 副本部長 

(兼)自動車事業本部 

事業戦略本部 本部長 

産業機械事業本部 副本部長 

(兼)桑名製作所長 

皆見 章行 執行役 生産本部 本部長 

(兼)需給センター担当 

(兼)原価企画部担当 

(兼)中国地区担当 

需給センター担当 

(兼)原価企画部担当 

(兼)中国地区担当 
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播磨 悦 執行役 アフターマーケット事業本部 本部長 

(兼)産業機械事業本部担当 

産業機械事業本部 本部長 

 

（４）退任執行役（2021年３月 31日付） 
亀高 晃司     （現 執行役） 
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ご参考：執行体制（2021年４月１日付） 

氏名 役職 担当 

鵜飼 英一 ※ 代表執行役 

執行役社長 

ＣＥＯ(最高経営責任者) 

宮澤 秀彰 ※ 代表執行役 

執行役専務 

自動車事業本部 本部長 

(兼)グローバル調達本部担当 

寺阪 至徳 執行役専務 欧州・アフリ力州地区担当 

(兼)欧州・アフリ力州地区総支配人室 総支配人 

(兼)米州地区担当 

尾迫 功 執行役常務 生産本部担当 

(兼)生産技術研究所担当 

(兼)複合材料商品事業部担当 

(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・西アジア地区担当 

(兼)インド地区担当 

白鳥 俊則 ※ 執行役常務 人事本部担当 

(兼)ＣＳＲ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 

市川 博幸 執行役 自動車事業本部 副本部長 

(兼) 自動車事業本部 事業戦略本部 本部長 

江上 正樹 ※ 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 

皆見 章行 執行役 生産本部 本部長 

(兼)需給センター担当 

(兼)原価企画部担当 

(兼)中国地区担当 

十河 哲也 執行役 ＣＦＯ(最高財務責任者) 

(兼)財務本部 本部長 

播磨 悦 執行役 アフターマーケット事業本部 本部長 

(兼)産業機械事業本部担当 

山本 正明 執行役 経営戦略本部 本部長 

(注) ※ 印が付された者は取締役を兼務しております。 
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人 事 異 動（執行役員人事） 

（１）担当の変更（2021 年 4 月 1 日付） 

氏名 役職 新担当 現担当 

上田 智 執行役員 グローバル調達本部担当 調達本部担当 

中溝 栄一 執行役員 欧州・アフリ力州地区総支配人室  

副総支配人 

(兼)ＮＴＮ-ＳＮＲ 副社長 

アフターマーケット事業本部  

本部長 

野々 健二 執行役員 人事本部 本部長 

(兼)ＥＨＳ(環境・労働安全衛生) 

統括部担当 

(兼)総務部担当 

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 

萩原 一樹 執行役員 自動車事業本部 副本部長 
米州地区総支配人室  

副総支配人 

エルベ ブルロ 執行役員 グローバル調達本部 本部長 調達本部 本部長 

 

（２）退任執行役員（2021年３月 31日付） 

井山 雄介     （現 常務執行役員） 

松尾 隆之     （現 常務執行役員） 

小澤 伸吉     （現 執行役員） 

アラン ショバン  （現 執行役員） 

播磨 悦      （現 執行役員） ※執行役に就任予定 
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人 事 異 動 

【2021 年 4 月 1 日付】 

新職 旧職 氏名 

▽経営戦略本部 副本部長 

(兼)経営企画部長 
中国地区総支配人室 副総支配人 木下 俊平 

▽ＣＳＲ本部長 ＣＳＲ（社会的責任）推進本部長 増本 真明 

▽ＣＳＲ本部  

法務部長(兼)公正取引推進部長 

ＣＳＲ（社会的責任）推進本部  

法務部長(兼)公正取引推進部長 
片岡 修 

▽ＣＳＲ本部  

コーポレートバリュー推進部長 

ＣＳＲ（社会的責任）推進本部  

コーポレートバリュー推進部長 
井口 耕平 

▽ＣＳＲ本部 グローバルリスク管理部長 
ＣＳＲ（社会的責任）推進本部  

グローバルリスク管理部長 
石本 哲哉 

▽ＣＳＲ本部 通商管理部長 
ＣＳＲ（社会的責任）推進本部  

通商管理部長 
花田 義徳 

▽ＣＳＲ本部  

内部統制システム管理部長 
グローバル人材育成部長 田中 友子 

▽人事本部 副本部長 

(兼)人事部長 
人事部長 川口 利幸 

▽人事本部 副本部長 

(兼) グローバル人材育成部長 

欧州･アフリカ州地区総支配人室  

副総支配人 
川端 恭弘 

▽総務部長 
ＣＳＲ（社会的責任）推進本部  

法務部 
三好 隆友 

▽経営監査部長 内部監査部長 林 重之 

財務本部  

▽経理部長 

財務本部  

関係会社管理部長 
渡邉 泰宏 

▽財務本部  

関係会社管理部長 

産業機械事業本部 金剛製作所  

管理部長 
木下 雅彦 

▽新商品戦略本部 知的財産戦略部長 商品開発研究所 髙木 万寿夫 

▽新商品戦略本部 新事業探索開発部長 ＥＶモジュール事業部 技術部長 浅野 英一 

▽品質保証本部 品質保証部長 品質保証本部  品質管理部  島谷 昭 

▽グローバル調達本部  

調達･物流管理部長 

調達本部  

調達・物流管理部長 
真野 竜馬 
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新職 旧職 氏名 

▽グローバル調達本部 第一調達部長 恩梯恩（中国）投資有限公司 高島 大知 

▽グローバル調達本部 第二調達部長 
調達本部 グローバル調達統括部

長 
大矢 朋希 

▽自動車事業本部 副本部長 

（兼）事業戦略本部 副本部長 

（兼）自動車軸受製品ユニット長 

欧州･アフリカ州地区総支配人室  

副総支配人 
三村 洋造 

自動車事業本部 

▽副本部長 

自動車事業本部  

東海自動車支社長 
佐藤 英治 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部 事業企画部長 

自動車事業本部  

事業企画部長 
謝名堂 研介 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部 ＣＶＪ製品ユニット長 

自動車事業本部  

ＣＶＪ技術部長 
持永 修二 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部 ＣＶＪ製品ユニット 

ＣＶＪ事業強化推進部長 

自動車事業本部  

ＣＶＪ事業推進部長 
岩山 哲也 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部 ＣＶＪ製品ユニット  

ＣＶＪ技術部長 

自動車事業本部  

ＣＶＪ技術部  
渡辺 幸弘 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部 ＣＶＪ製品ユニット  

ＣＶＪ開発部長 

自動車事業本部  

ＣＶＪ開発部長 
上野 剛 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部 アクスル製品ユニット長 

(兼)岡山製作所長 

自動車事業本部  

岡山製作所長(兼)管理部長 
高橋 靖明 

▽自動車事業本部 事業戦略本部  

アクスル製品ユニット  

アクスルユニット事業強化推進部長 

生産本部 加芝 光司 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部 アクスル製品ユニット  

アクスルユニット製品開発部長 

自動車事業本部  

自動車ユニット技術部長 
山路 晋 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部 自動車軸受製品ユニット  

自動車軸受技術部長 

自動車事業本部  

自動車軸受技術部長 
清水 康宏 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部 自動車軸受製品ユニット 

ニードル軸受技術部長 

自動車事業本部  

ニードル軸受技術部長 
木内 政浩 
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新職 旧職 氏名 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部 自動車軸受製品ユニット  

機能実験部長 

自動車事業本部  

機能実験部長 
田窪 孝康 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部 自動車軸受製品ユニット  

適用技術部長 

自動車事業本部  

適用技術部  
内野 久修 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部  

電動モジュール商品事業部長 

(兼)事業推進部長 

自動車事業本部  

電動モジュール商品事業部  

事業推進部長 

内山 元広 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部  

電動モジュール商品事業部 

副事業部長 

自動車事業本部  

電動モジュール商品事業部  

副事業部長 

田部 昌彦 

自動車事業本部  

▽事業戦略本部  

電動モジュール商品事業部 

磐田工場長 

自動車事業本部  

電動モジュール商品事業部  

磐田工場長 

牛田 公人 

▽自動車事業本部 岡山製作所  

管理部長 
総務部長 楠瀨 将弘 

▽自動車事業本部 磐田製作所  

生産技術部長 
㈱ＮＴＮ袋井製作所 技術部長 小林 勝 

自動車事業本部  

▽東海自動車支社長 

自動車事業本部  

大阪自動車支社長 
西野 博之 

自動車事業本部  

▽大阪自動車支社長 

自動車事業本部  

東海自動車支社  
有馬 慎史 

▽産業機械事業本部長 
産業機械事業本部 副本部長 

(兼)コスト改革推進部長 
黒川 昭雄 

産業機械事業本部 副本部長 

▽（兼）コスト改革推進部長 

産業機械事業本部 副本部長 

(兼)製品設計部長 
紅林 博行 

▽産業機械事業本部 副本部長 

（兼）桑名製作所長 
生産技術研究所長 谷尾 雅之 

産業機械事業本部  

▽ソリューションビジネスセンター長 

産業機械事業本部  

本部付部長 
鈴木 克義 

産業機械事業本部  

▽製品設計部長 
産業機械事業本部 製品設計部  片岡 俊之 
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新職 旧職 氏名 

産業機械事業本部  

▽桑名製作所 精密軸受工場長 

産業機械事業本部  

長野製作所 生産技術部長 
新川 剛 

▽産業機械事業本部 長野製作所  

品質保証部長 

ＮＴＮアドバンストマテリアルズ 

㈱  
神崎 典康 

産業機械事業本部  

▽長野製作所 生産技術部長 

産業機械事業本部  

桑名製作所 精密軸受工場長 
橋爪 美幸 

▽産業機械事業本部 長野製作所  

管理部長 
NTN DRIVESHAFT ANDERSON.，INC. 下中 康弘 

▽産業機械事業本部 金剛製作所  

管理部長 

中国地区総支配人室 

(兼)恩梯恩（中国）投資有限公司 
嵐田 亮 

産業機械事業本部 金剛製作所  

▽ボールベアリング工場長 

(兼)生産技術部長 

産業機械事業本部 金剛製作所  

生産技術部長 
東野 年則 

▽産業機械事業本部 九州支社長 自動車事業本部 浜松自動車支社 山下 雅徳 

▽生産技術研究所長 ㈱ＮＴＮ赤磐製作所 社長 榛葉 晴紀 

▽商品開発研究所長 ＥＶモジュール事業部長 牧野 智昭 

▽先端技術研究所長 ＣＡＥ開発研究所長 坂口 智也 

▽ＣＡＥ開発研究所長 先端技術研究所 藤原 宏樹 

▽複合材料商品事業部 精密樹脂製作所  

生産技術部長 

NTN MANUFACTURING(THAILAND) CO，

LTD. 
丹羽 洋 

▽㈱ＮＴＮ三重製作所 社長 自動車事業本部 副本部長 東 浩昭 

▽㈱ＮＴＮ能登製作所 社長 ㈱ＮＴＮ三重製作所 社長 山崎 晴久 

▽ＮＴＮアドバンストマテリアルズ㈱ 

社長 
㈱ＮＴＮ能登製作所 社長 中島 淑岳 

㈱ＮＴＮ赤磐製作所  

▽社長 
㈱ＮＴＮ赤磐製作所  吉田 真啓 

▽米州地区総支配人室 副総支配人 
経営戦略本部 副本部長 

(兼)経営企画部長 
小澤 隆信 
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▽欧州･アフリカ州地区総支配人室  

副総支配人  
財務本部 経理部長 菊川 誠 

▽欧州･アフリカ州地区総支配人室  

副総支配人  
自動車事業本部  適用技術部長 村上 夏雄 

▽アセアン･大洋州･西アジア地区総支配人室 

総支配人 
調達本部 日本地区調達部長 加藤 隆幸 

PT.NTN BEARING INDONESIA 

▽社長 
PT.NTN BEARING INDONESIA 田木 和司 

▽は、新職を表しています。 


