１. 2017 年 4 ⽉ 1 ⽇付
(1)⼈事異動
新

職

旧 職

⽒名

執⾏役常務
営業統括本部⻑
兼 海外営業本部⻑
兼 海外営業本部 営業企画部⻑

執⾏役常務
海外営業本部⻑
兼 経営戦略本部⻑
兼 海外営業本部 営業企画部⻑

福井

執⾏役常務
⽣産本部⻑

執⾏役
CS･品質保証本部⻑
兼 ⽣産･調達本部 副本部⻑(調達担当)

原⽥ 睦⽣

執⾏役常務
調達本部⻑

執⾏役常務
開発本部⻑

吉⽔ 智海

執⾏役常務
⼈事総務・法務本部⻑
兼 PJ 推進室⻑

執⾏役常務
構造改⾰推進本部 副本部⻑
兼 海外営業本部員(ロシア事業担当)

⽥中 洋⼀郎

上席執⾏役
営業統括本部 海外営業本部 副本部⻑
兼 ⽶州ｸﾞﾙｰﾌﾟ総代表
兼 ⽇⽴⼯機 USA 社⻑

執⾏役
海外営業本部 副本部⻑
兼 ⽇⽴⼯機 USA 社⻑

湯本 寛⽂

上席執⾏役
研究開発本部⻑

⽣産･調達本部 副本部⻑
兼 広東⽇⽴⼯機 総経理

横⼭ 光聖

執⾏役
経営戦略本部⻑
兼 経営企画部⻑

執⾏役
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ統括本部員(メタボ社担当)

瀬尾 ⽂昌

執⾏役
営業統括本部 海外営業本部 副本部⻑
兼 メタボ社 CEO

－

泰

ﾎﾙｽﾄ･ｶﾞﾙﾌﾞﾚﾋﾄ

執⾏役
研究開発本部 副本部⻑
兼 開発技術研究所⻑

開発本部 副本部⻑
兼 中国設計ｾﾝﾀ⻑

⾼野 信宏

執⾏役
経理財務本部⻑
兼 経理財務部⻑
兼 関連会社統括部⻑

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ統括本部 副本部⻑
兼 経理財務部⻑
兼 関連会社統括部⻑

森井 ⼤吾

執⾏役
CSR･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部⻑

執⾏役
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部⻑
兼 CSR･環境推進本部⻑

吉成 雅⼈

SCM･IT 推進本部⻑
兼 IT 推進部⻑

経営戦略本部 IT 推進部⻑
兼 SCM 推進室 担当部⻑
兼 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ統括本部 関連会社統括部員

塙

営業統括本部 国内営業本部 副本部⻑
兼 営業企画部⻑
兼 東京⽀店⻑
兼 ⽇⽴⼯機販売 社⻑

国内営業本部 東京⽀店⻑
兼 ⽇⽴⼯機販売 社⻑

磯部 ⼤輔

営業統括本部 製品戦略本部⻑
兼 製品戦略室⻑

経営戦略本部 副本部⻑
兼 製品戦略室⻑

菊本 正雄

CS･品質保証本部⻑

台湾⽇⽴⼯機 総経理

中川 淳司
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職

旧 職

⽒名

SCM･IT 推進本部 欧州物流ｾﾝﾀ⻑
兼 IT 推進部 担当部⻑

構造改⾰推進本部 部⻑
兼 経営戦略本部 IT 推進部 担当部⻑
兼 SCM 推進室 担当部⻑

⼩野 秀和

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部⻑
兼 CSR･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部
CSR･環境推進ｾﾝﾀ 担当部⻑

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ統括本部 広報戦略室⻑
兼 CSR･環境推進本部 担当部⻑

宮根 康徳

営業統括本部 海外営業本部 第⼆部⻑
兼 経営戦略本部 経営企画部 担当部⻑
兼 SCM･IT 推進本部 SCM 推進室 担当部⻑

海外営業本部 第⼆部⻑

⽶井 芳夫

営業統括本部 国内営業本部
国内営業部⻑

国内営業本部 副本部⻑
兼 営業企画部⻑

菊地 義徳

営業統括本部 国内営業本部
営業企画部 担当部⻑

国内営業本部 九州⽀店⻑

兒⽟ 和⺒

営業統括本部 国内営業本部
戦略企画部 担当部⻑

国内営業本部 中部⽀店⻑

鈴⽊ ⼀則

研究開発本部 第五設計部⻑
兼 中国設計ｾﾝﾀ⻑

開発本部 第五設計部⻑

江幡 哲夫

研究開発本部 設計技術ｾﾝﾀ 副技師⻑
兼 CSR･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部 CSR･環境推進ｾﾝﾀ⻑

開発本部 設計技術ｾﾝﾀ 副技師⻑
兼 CSR･環境推進本部 部⻑

稲川 裕⼈

研究開発本部 設計技術ｾﾝﾀ 副技師⻑
兼 PJ 推進室員

開発本部 設計技術ｾﾝﾀ 主任技師

⼤森 和博

研究開発本部 製品評価部⻑

開発本部 設計技術ｾﾝﾀ 担当部⻑

尾⽥ 裕幸

広東⽇⽴⼯機 総経理

⽣産･調達本部 ⽣産計画部⻑
兼 経営戦略本部 欧州物流ｾﾝﾀ 担当部⻑
兼 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部 輸出管理室⻑

福沢 錦華

台湾⽇⽴⼯機 総経理

CS･品質保証本部 CS･品質保証部⻑

外⼭ 孝道

⽣産本部 ⽣産技術部⻑
兼 ⽣産技術部 主任技師

⽣産･調達本部 ⽣産技術部 主任技師

鶴⽥ 国之

⽣産本部 ⽣産企画部⻑
兼 経営戦略本部 経営企画部 担当部⻑
兼 SCM･IT 推進本部 SCM 推進室⻑
兼 CSR･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部 輸出管理室⻑

経営戦略本部 経営企画部⻑
兼 SCM 推進室⻑
兼 欧州物流ｾﾝﾀ⻑

佐藤 克則

⽣産本部 ⽣産企画部 担当部⻑

⽣産･調達本部 ⽣産統括部⻑
兼 ⽣産技術部⻑

⾼野 克⼰

CS･品質保証本部 CS･品質保証部⻑

CS･品質保証本部 CS･品質保証部 副部⻑

三森 豊樹

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ機器事業部 設計部⻑

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ機器事業部 設計部 副技師⻑

⾼橋 廣之
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新

職

旧 職

⽒名

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ機器事業部 ⽣産統括部⻑

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ機器事業部 設計部⻑

早坂

CSR･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部 監査室⻑

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部 監査室 担当部⻑

⽵内 裕雄

(2)機構改⾰
①SCM・IT 推進本部を新設し、IT 推進部、SCM 推進室、欧州物流センタを置く。
②経営戦略本部宣伝部とｺｰﾎﾟﾚｰﾄ統括本部広報戦略室を統合し、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部を新設する。
③製品戦略本部を新設する。
④営業統括本部を新設し、海外営業本部、国内営業本部、製品戦略本部を設置する。
⑤国内営業本部の国内営業部を戦略企画部に改称する。
⑥国内営業本部に国内営業部を新設する。
⑦製品戦略室を経営戦略本部から製品戦略本部に移管する。
⑧開発本部を研究開発本部に改称する。
⑨開発研究所を開発技術研究所に改称する。
⑩研究開発本部に製品評価部を新設する。
⑪⽣産・調達本部を⽣産本部、調達本部に分割する。
⑫⽣産統括部と⽣産計画部を統合し、⽣産企画部とする。
⑬⽣産本部に⽣産技術部、⽣産企画部、佐和製造センタを置く。
⑭調達本部に調達部、アクセサリ推進センタ、中国調達センタを置く。
⑮ライフサイエンス機器事業部に⽣産統括部を新設する。
⑯コーポレート統括本部を経理財務本部、⼈事総務・法務本部に分割する。
⑰経理財務本部に経理財務部と関連会社統括部を置く。
⑱⼈事総務・法務本部に⼈事総務部と法務部を置く。
⑲ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部と CSR・環境推進本部を統合し、CSR･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部とする。
⑳CSR･ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部にｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室、監査室、輸出管理室、CSR・環境推進センタを置く。
㉑PJ 推進室を新設し、構造改⾰推進本部を廃⽌する。
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