
 

 

PRESS RELEASE                    

2020 年 12 月 16 日  

                                                        

（登記社名：株式会社 東海理化電機製作所） 

 

組織、役員人事および人事異動について 

 

 

株式会社 東海理化（本社：愛知県丹羽郡大口町 取締役社長：二之夕裕美）は、2021 年 1 月 1 日付で、 

下記のとおり組織変更、役員人事および人事異動を行います。 

 

記 

 

１．組織 

（1）組織変更 

大変革期に勝ち抜くための組織基盤を強化することを狙いとして、組織編成を 

以下の通り見直しいたします。 

 

・新しいビジネス領域の開拓を行うため社長、副社長直轄の「ニュービジネスマーケティング部」を 

新設する。 

・品質保証センター内の「実験部」と「計測・CAE 部」を、機能軸にあわせ 

「製品実験部」と「性能実験部」に再編する。 

 

（２）役職の新設「Technical Expert(TE)」  

幹部職で技能・技術に卓越した知見があり、全社視点の明確な役割をもって、組織横断的にプロジェクトを 

牽引する者を明確にするため、役職「Technical Expert(TE)」を新設する。 

 

 

２．役員人事 

（1）執行役員の業務分担変更 

氏   名  現  新  

佐 藤  雅 彦  
営 業 本 部 長  営 業 本 部 長  

 ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 担 当  

 



３．人事異動 

（1）幹部職及び部長･海外拠点長の人事異動 

別 紙 １  

 

＜ 本 資 料 に 関 す る お 問 合 せ 先 ＞  

株 式 会 社 東 海 理 化  総 務 部 広 報 室  ℡ ： 0587-95-5211 

 
                                        以 上 



（1）幹部職及び部長･海外拠点長の人事異動
（注）｢○」印は幹部職への昇格者

幹部職 伴　岳彦
事業企画本部 事業企画部主査 社長、副社長直轄 ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長

幹部職 梅田　文雄

技術開発ｾﾝﾀｰ 技術開発領域主査 技術開発ｾﾝﾀｰ 商品企画領域商品企画部
第2商品企画室2ｸﾞﾙｰﾌﾟ主査
兼ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部主査

幹部職 土屋　年章
事業企画本部 事業企画部長

兼ｽｲｯﾁ事業室長

事業企画本部 事業企画部長
兼事業企画室長

幹部職 加藤　竜太
出向 TRBR Industria e Comercio Ltda. 事業企画本部 事業企画部

ｽｲｯﾁ事業室長

幹部職 栗栖　秀人
事業企画本部 事業企画部

事業企画室長

経営管理本部 総務部長

幹部職 漁野　博之
経営管理本部 人事部主査

兼ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄ準備室ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄ準備ｸﾞﾙｰﾌﾟ主査

経営管理本部 人事部主査
兼人事室ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ主査

幹部職 安藤　勝英
出向 天津東海理化汽車部件有限公司 経営管理本部  経理部財務室長

幹部職 小澤　一孝
営業本部 第1営業部第3営業室長

兼1ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
営業本部 第1営業部主査

幹部職 舩橋　範雄
出向 佛山東海理化汽車部件有限公司 営業本部 第1営業部第3営業室長

兼2ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

幹部職 大瀧　清和
営業本部 第2営業部主査 営業本部 第2営業部主査

兼技術開発ｾﾝﾀｰ商品企画領域商品企画部主査

幹部職 西村　浩三
技術開発ｾﾝﾀｰ 商品企画領域商品企画部

第2商品企画室長

技術開発ｾﾝﾀｰ 商品企画領域商品企画部
第2商品企画室2ｸﾞﾙｰﾌﾟ主査

○ 幹部職 宇留野　聡規
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｾﾝﾀｰ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃﾞﾊﾞｲｽ部

ﾌﾟﾛｾｽ開発室長

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｾﾝﾀｰ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃﾞﾊﾞｲｽ部長

幹部職 稲垣　修
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｾﾝﾀｰ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ技術領域

ｿﾌﾄ業務改革室長

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｾﾝﾀｰ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ技術領域
設計基盤技術室長

幹部職 山岸　康一郎
ﾄﾖﾀ自動車株式会社
ﾄﾖﾀ自動車(中国)投資有限会社出向

品質保証ｾﾝﾀｰ 品質保証ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長
兼ｾｲﾌﾃｨ事業部担当

○ 幹部職 加藤　文雄
品質保証ｾﾝﾀｰ 信頼性技術領域計測・CAE部

ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ信頼性技術室長

品質保証ｾﾝﾀｰ 信頼性技術領域TE

幹部職 松岡　克宣
品質保証ｾﾝﾀｰ 信頼性技術領域計測・CAE部長 品質保証ｾﾝﾀｰ 信頼性技術領域製品実験部長

兼ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ実験室長

幹部職 鵜飼　隆司
品質保証ｾﾝﾀｰ 信頼性技術領域実験部長 品質保証ｾﾝﾀｰ 信頼性技術領域性能実験部長

幹部職 市薗　忠昭
品質保証ｾﾝﾀｰ 信頼性技術領域実験部主査

兼ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ実験室長

品質保証ｾﾝﾀｰ 信頼性技術領域性能実験部
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ実験室長

幹部職 森　密雄
技術開発ｾﾝﾀｰ 技術開発領域先行開発部

第2先行開発室2ｸﾞﾙｰﾌﾟ主査

品質保証ｾﾝﾀｰ 信頼性技術領域試作開発部
製品組立室主査

幹部職 松原　俊樹
生産技術ｾﾝﾀｰ 生技開発領域生技開発部長 生産技術ｾﾝﾀｰ 生技開発領域生技開発部主査

幹部職 古賀　進一
ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 ｾｷｭﾘﾃｨ技術領域ｾｷｭﾘﾃｨ技術部長 生産技術ｾﾝﾀｰ 生技開発領域生技開発部長

幹部職 谷口　政弘
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｾﾝﾀｰ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃﾞﾊﾞｲｽ部長 生産技術ｾﾝﾀｰ 生技開発領域材料技術部長

上級職 安藤　清輝
生産技術ｾﾝﾀｰ 生技開発領域材料技術部長 生産技術ｾﾝﾀｰ 生技開発領域材料技術部主幹

上級職 北川　睦
生産技術ｾﾝﾀｰ 生技開発領域設備工機部主幹 生産技術ｾﾝﾀｰ 生技開発領域設備工機部長

幹部職 小川　俊貴
生産技術ｾﾝﾀｰ 生技管理領域長

兼生技管理部長

生産技術ｾﾝﾀｰ 生技管理領域長

幹部職 中村　健一
ｽｲｯﾁ事業部 本社工場大口生技部長 生産技術ｾﾝﾀｰ 生技管理領域生技管理部長

上級職 森下　純一
生産技術ｾﾝﾀｰ 生技管理領域施設環境部長 生産技術ｾﾝﾀｰ 生技管理領域生技管理部

施設環境室長

氏名 現 新
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氏名 現 新

幹部職 山口　典彦
生産ｾﾝﾀｰ 主査 生産ｾﾝﾀｰ TE

幹部職 佐藤　義博
出向 TRMI, Inc. ｽｲｯﾁ事業部 本社工場大口生技部長

○ 幹部職 杉浦　慶一
ｽｲｯﾁ事業部 本社工場大口工務部次長 ｽｲｯﾁ事業部 本社工場大口工務部長

上級職 荒川　洋行
ｽｲｯﾁ事業部 本社工場大口組立生産部次長 ｽｲｯﾁ事業部 本社工場大口組立生産部長

幹部職 大原　智昭
ｽｲｯﾁ事業部 本社工場大口組立生産部長 ｽｲｯﾁ事業部 本社工場大口ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ生産部長

○ 幹部職 今井　浩二
ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 ｾｷｭﾘﾃｨ技術領域ｾｷｭﾘﾃｨ技術部主幹 ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 ｾｷｭﾘﾃｨ技術領域ｾｷｭﾘﾃｨ技術部長

幹部職 稲垣　文治
ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 音羽工場ｾｷｭﾘﾃｨ品質管理部長 ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 音羽工場ｾｷｭﾘﾃｨ品質管理部主査

幹部職 加藤　啓一
出向 TRQSS, Inc. ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 音羽工場ｾｷｭﾘﾃｨ品質管理部長

幹部職 倉橋　徹
出向 TAC Manufacturing, Inc. ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 音羽工場ｾｷｭﾘﾃｨ第1生産部長

幹部職 鈴木　規之
ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 音羽工場ｾｷｭﾘﾃｨ第1生産部長 ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 音羽工場ｾｷｭﾘﾃｨ第1生産部主査

幹部職 加田　輝明
ｽｲｯﾁ事業部 本社工場大口工務部長 ｾｲﾌﾃｨ事業部 豊田工場長

○ 幹部職 三瓶　陽一郎
出向 TRAM, Inc. ｾｲﾌﾃｨ事業部 豊田工場ｾｲﾌﾃｨ品質管理部長

幹部職 青山　学
出向 無錫理昌科技有限公司 ｾｲﾌﾃｨ事業部 豊田工場ｾｲﾌﾃｨ第1生産部主査

上級職 加藤　剛幸
ｾｲﾌﾃｨ事業部 豊田工場ｾｲﾌﾃｨ第2生産部主幹

兼部品1課副課長

ｾｲﾌﾃｨ事業部 豊田工場ｾｲﾌﾃｨ第2生産部長

○ 幹部職 森　裕史
出向 株式会社東海理化ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ 出向 株式会社東海理化ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ

幹部職 辻村　和義
出向 TOKAI RIKA MEXICO, S.A. DE C.V. 出向 ｴﾇ･ｴｽ･ｹｲ株式会社

幹部職 鈴木　昭彦
生産技術ｾﾝﾀｰ 生技開発領域設備工機部長 出向 株式会社ｻﾝ電材社

幹部職 武内　利之
経営管理本部 総務部長 出向 株式会社ｶｻｲ製作所

上級職 皆倉　勉
出向 TRIN, Inc. 出向 西枇工業株式会社

○ 幹部職 小川　征司
出向 Tokai Rika Belgium N.V. 出向 Tokai Rika Belgium N.V.

○ 幹部職 高野　吉規
出向 TRAM, Inc. 出向 TRAM, Inc.

幹部職 沢部　和人
ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 主査 出向 TRMI, Inc.

上級職 松本　速
ｽｲｯﾁ事業部 本社工場大口生技部

工程指導室長
出向 TRIN, Inc.

幹部職 梶村　剛
ｾｷｭﾘﾃｨ事業部 音羽工場ｾｷｭﾘﾃｨ第1生産部主査 出向 TAC Manufacturing, Inc.

幹部職 丹羽　茂樹
ｽｲｯﾁ事業部 本社工場大口ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ生産部長 出向 TOKAI RIKA MEXICO, S.A. DE C.V.

幹部職 伊藤　弘光
ｾｲﾌﾃｨ事業部 豊田工場ｾｲﾌﾃｨ品質管理部長 出向 TRQSS, Inc.

幹部職 吉岡　達生
ｾｲﾌﾃｨ事業部 豊田工場ｾｲﾌﾃｨ第2生産部長 出向 TRBR Industria e Comercio

Ltda.

※異動者、昇格者、他社への出向・転籍者を記載 合計 54名
内昇格者 8名


