
 

 

 

2021 年 4 月 1 日  

報 道 各 位 

                                                           日本航空電子工業株式会社 

「組織改正」及び「人事異動」のお知らせ 

 

 当社では、４月１日付にて「組織改正」「人事異動」を下記のとおり実施しましたので、お知らせ致します。 

 

記 

 

■組織改正  

コネクタ事業部から、小型・高性能アンテナのマーケティング、技術機能を独立させ、ワイヤレス事業開発

部を新設 

 

 

■人事異動  

（注）ＥＭはエグゼクティブマネージャー、ＥＥはエグゼクティブエキスパート、ＳＭはシニアマネージャー、Ｓ

Ｅはシニアエキスパート、Ｍはマネージャー、Ｅはエキスパートの略 

 

 

ワイヤレス事業開発部長  

 （コネクタ事業部製品企画部長兼コネクタ事業部グローバル製品開発支援ＥＥ） 渡辺 真秀 

  

インターフェース・ソリューション事業部長兼事業計画部長  

 （インターフェース・ソリューション事業部長代理兼事業計画部長） 丸尾辰一郎 

  

ＪＡＥ八紘株式会社・社長（出向）  

 （コネクタ第二営業本部長） 丸山 正樹 

 

経営企画部ＥＥ  

 （経営企画部ＥＭ） 柳田 一郎 

  

総務人事部総務人事ＥＭ  

 （総務人事部人事ＥＭ） 高橋 正次 

 

コネクタ第一営業本部ＥＭ  

 （コネクタ第一営業本部ＳＭ） 岡本 哲郎 



 

  

コネクタ第二営業本部長  

 （コネクタ第二営業本部ＥＭ） 黒沼 利夫 

  

コネクタ第三営業本部ＥＭ  

 （コネクタ第三営業本部ＳＭ） 古川 拓辰 

  

大阪支店ＥＭ  

 （コネクタ第一営業本部ＥＭ） 吉岡  一 

  

コネクタ事業部ＥＥ  

 （コネクタ事業部要素技術開発部長） 萩原 健治 

 

コネクタ事業部ＥＥ  

 （コネクタ事業部製品開発二部長兼コネクタ事業部グローバル製品開発支援ＥＥ） 大野  晃 

  

コネクタ事業部プロジェクトマネジメントＥＭ  

 （コネクタ事業部プロジェクトマネジメントＳＥ）                                          尾入 宣寧 

  

コネクタ事業部技術業務推進部長  

 （コネクタ事業部製品開発一部長兼コネクタ事業部グローバル製品開発支援ＥＥ） 八尋 康文 

 

兼 コネクタ事業部グローバル製品開発支援ＥＥ  

コネクタ事業部製品企画部ＥＭ 佐藤  淳 

 

コネクタ事業部製品開発一部長兼コネクタ事業部グローバル製品開発支援ＥＥ  

 （コネクタ事業部製品開発一部長代理） 本島  譲 

   

コネクタ事業部製品開発一部長代理  

 （コネクタ事業部製品企画部ＳＭ兼製品開発一部技術ＳＭ） 桝本 敏男 

  

コネクタ事業部製品開発二部長兼コネクタ事業部グローバル製品開発支援ＥＥ 

 （コネクタ事業部製品開発二部長代理） 江原 隆志 

  

ワイヤレス事業開発部ＥＥ  

 （コネクタ事業部ＥＥ） 大塚 佳朗 

  

ワイヤレス事業開発部技術ＥＥ  

 （コネクタ事業部技術ＥＥ） 芳賀 悟郎 

 

インターフェース・ソリューション事業部事業計画部ＩｏＴ推進ＥＥ兼務を解く  

インターフェース・ソリューション事業部長代理兼製造部長 大澤 克啓 

 

航機事業部長  

 （航機事業部長代理） 山田 雅喜 



 

  

航機事業部管理部ＥＥ  

 （航機事業部管理部長） 野々村香一 

  

海外事業企画本部ＥＥ  

 （コネクタ事業部製品企画部ＥＥ） 齊藤 和弘 

 

海外事業企画本部ＥＭ  

 （コネクタ事業部製品企画部ＥＭ） 岩佐  建 

  

第一海外営業本部長  

 （ＪＡＥ Ｔａｉｗａｎ，Ｌｔｄ．(董事資深協理)出向） 平野健太郎 

 

第三海外営業本部ＥＥ  

 （第三海外営業本部ＥＭ） 大屋 幸久 

  

第三海外営業本部ＥＭ  

 （第三海外営業本部ＳＭ） 吉沢 賢司 

  

航空電子ビジネスサポート株式会社 ・ 社長兼ＪＡＥカスタマーサービス社長（出向）  

 （航空電子（呉江）有限公司(董事総経理)出向） 茨木 和昭 

 

総務人事部人事ＳＥ  

 （総務人事部人事ＳＭ） 黒須  栄 

  

総務人事部人事ＳＭ  

 （総務人事部人事Ｍ） 並木  崇 

  

兼 ワイヤレス事業開発部計画ＳＥ  

 経理部原価ＳＭ 伊藤 嘉宏 

  

生産・環境推進部資材ＳＥ  

 （生産・環境推進部資材ＳＭ） 平林 雅弘 

  

商品開発センター技術ＳＭ  

 （商品開発センター技術Ｍ） 田中 敦史 

  

コネクタ営業企画本部ＳＥ  

 （コネクタ営業企画本部ＳＭ） 川田 尚宏 

  

コネクタ第一営業本部ＳＭ  

 （コネクタ第一営業本部Ｍ） 小谷 芳宏 

  

コネクタ第一営業本部ＮＥＣ営業部ＳＭ  

 （コネクタ第一営業本部ＮＥＣ営業部Ｍ） 荒井 康一 

  

 



 

コネクタ第二営業本部ＳＭ  

 （コネクタ第三営業本部ＳＭ） 佐々木 崇 

  

コネクタ事業部事業計画部事業管理ＳＭ  

 （コネクタ事業部事業計画部事業管理ＳＭ兼コネクタ事業部事業管理ＳＥ） 西山  弘 

  

コネクタ事業部事業計画部事業管理ＳＭ  

 （コネクタ事業部事業計画部事業管理Ｍ） 小川 典之 

  

コネクタ事業部製品企画部ＳＥ  

 （コネクタ第二営業本部ＳＥ） 木下 成二 

  

兼 海外事業企画本部ＳＥ  

 コネクタ事業部製品企画部ＳＭ 小寺 真史 

  

コネクタ事業部製品企画部ＳＭ兼製品開発一部技術ＳＭ  

 （コネクタ事業部製品開発一部技術Ｍ） 斎藤 雄一 

  

コネクタ事業部製品企画部ＳＭ兼製品開発二部技術ＳＭ  

 （コネクタ事業部製品企画部Ｍ兼製品開発二部技術Ｍ） 間嶋  悟 

  

コネクタ事業部製品企画部ＳＭ兼製品開発二部技術ＳＭ  

 （コネクタ事業部製品企画部Ｍ兼製品開発二部技術Ｍ） 蛯原 寛之 

  

コネクタ事業部要素技術開発部長  

 （コネクタ事業部要素技術開発部技術ＳＭ） 岡下 友則 

  

コネクタ事業部製品開発一部技術ＳＭ  

 （コネクタ事業部製品開発一部技術Ｍ） 島田 昌明 

  

コネクタ事業部製品開発二部長代理  

 （コネクタ事業部製品開発二部技術ＳＭ） 西村 善一 

  

コネクタ事業部生産技術部生産技術ＳＭ  

 （コネクタ事業部生産技術部設備開発Ｍ） 酒井 徳幸 

  

コネクタ事業部製造部製品ＳＭ  

 （コネクタ事業部製造部組立Ｍ） 内堀 義則 

  

コネクタ事業部生産設備部生産設備ＳＥ  

 （コネクタ事業部生産設備部生産設備ＳＭ） 塚本  勝 

  

コネクタ事業部品質保証部品質保証ＳＥ  

 （コネクタ事業部品質保証部品質保証ＳＭ） 小野川明浩 

  

コネクタ事業部品質保証部品質保証ＳＭ  

 （コネクタ事業部品質保証部品質保証Ｍ） 濱川 祐司 

  



 

コネクタ事業部品質保証部品質保証ＳＭ  

 （コネクタ事業部品質保証部品質保証Ｍ） 田島 英樹 

 

ワイヤレス事業開発部マーケティングＳＥ兼経営企画部ＳＥ  

 （コネクタ事業部ＳＥ兼経営企画部ＳＥ） 宇治川雅章 

  

ワイヤレス事業開発部マーケティングＳＥ  

 （コネクタ事業部製品企画部ＳＭ） 井上 幹嗣 

  

ワイヤレス事業開発部マーケティングＳＥ  

 （コネクタ第一営業本部ＳＭ） 岩井 一幸 

  

ワイヤレス事業開発部技術ＳＥ  

 （コネクタ事業部技術ＳＭ） 黒田 秀彦 

 

ワイヤレス事業開発部技術ＳＥ  

 （コネクタ事業部ＳＥ） 内田  淳 

  

インターフェース・ソリューション事業部事業計画部ＳＭ兼技術部ＳＥ  

 （インターフェース・ソリューション事業部技術部技術ＳＭ兼事業計画部事業管理ＳＥ） 大串  力 

  

インターフェース・ソリューション事業部生産管理部ＳＭ  

（インターフェース・ソリューション事業部生産管理部Ｍ兼事業計画部事業管理Ｅ） 山本 拓巳 

  

インターフェース・ソリューション事業部技術部長兼ワイヤレス事業開発部技術ＳＥ  

 （インターフェース・ソリューション事業部技術部長兼コネクタ事業部技術ＳＥ） 平田  修 

  

インターフェース・ソリューション事業部技術部ＳＭ  

 （インターフェース・ソリューション事業部技術部技術Ｍ） 横須賀直樹 

 

インターフェース・ソリューション事業部事業計画部ＩｏＴ推進ＳＥを解く  

 インターフェース・ソリューション事業部製造部生産技術ＳＭ 岡田 秀久 

  

航機事業部管理部長  

 （航機事業部管理部ＳＭ） 重永 知哉 

  

海外事業企画本部ＳＭ  

 （コネクタ事業部製品企画部ＳＭ） 中村 利幸 

  

海外事業企画本部ＳＭ  

 （第一海外営業本部ＳＭ） 横尾 彰彦 

  

海外事業企画本部ＳＥ  

 （第二海外営業本部ＳＥ） 廣瀬祐一郎 

  

第一海外営業本部ＳＭ兼ワイヤレス事業開発部マーケティングＳＥ  

 （第二海外営業本部ＳＭ） 山本 辰昇 

 



 

第一海外営業本部ＳＭ  

 （第一海外営業本部Ｍ） 戸賀崎寧男 

  

第一海外営業本部ＳＭ  

 （第一海外営業本部Ｍ） 芳賀  淳 

  

第二海外営業本部ＳＥ  

 （第二海外営業本部ＳＭ） 北村 公和 

  

 

 

 

 

（お問い合せ先） 経営企画部   小林・大滝   TEL 03-3780-2716   FAX 03-3780-2833 

 

 

 

 


