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連結子会社の主要な人事異動に関するお知らせ 

 

当社の連結子会社である株式会社アルティア橋本は、平成１９年４月１日付で下記の人事異

動を実施いたしますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１．業務執行責任者人事異動（平成１９年４月１日付） 

氏 名 新   職 現   職 

 

島田 吉隆 

 

取締役副社長 橋本カンパニー統括 

〔担当〕品質保証部 

〔委嘱〕生産センター長 

取締役副社長 橋本カンパニー統括 

〔担当〕品質保証部 

〔委嘱〕営業センター長 

佐藤 正幸 

取締役副社長 アルティアカンパニー統括 

〔委嘱〕機工機器業務センター長 

    機器・パワー事業センター長 

    海外事業開発室長 

取締役副社長 アルティアカンパニー統括 

宮内 照雄 
アルティアカンパニー 常務 

〔委嘱〕用品開発センター長 

アルティアカンパニー 常務  

〔担当〕テキスタイル事業部、ライン商品部

〔委嘱〕用品事業センター長､用品企画部長 

        用品開発部長 

渡辺  誠 
アルティアカンパニー 常務  

〔委嘱〕用品営業センター長 

アルティアカンパニー 常務  

〔担当〕用品営業部、用品販売促進部 

村上 雅道 

アルティアカンパニー 常務  

〔委嘱〕アフターセールス事業センター長 

        機工開発部長 

アルティアカンパニー 常務  

〔委嘱〕アフターセールス事業センター長 

岸 福之助 
アルティアカンパニー ＶＰ 

〔委嘱〕機工営業統括部長 

アルティアカンパニー 

機工営業統括部 部長 

津村 享生 
アルティアカンパニー ＶＰ 

〔委嘱〕機工特販部長 

アルティアカンパニー 

機工特販部 部長 



氏 名 新   職 現   職 

片寄 明夫 

アルティアカンパニー ＶＰ 

〔担当〕パワーシステム事業部 

〔委嘱〕機器事業部長         

アルティアカンパニー ＶＰ 

〔委嘱〕首都圏・関越営業部長 

中嶋 堅一 
橋本カンパニー 常務 

〔委嘱〕営業センター長 

橋本カンパニー ＶＰ 

〔担当〕第一営業部､第二営業部 

〔委嘱〕海外部長 

石井 公規 
橋本カンパニー 常務 

〔委嘱〕開発センター長 

橋本カンパニー 常務 

〔担当〕商品企画部 

〔委嘱〕開発センター長 

文屋 仁志 

橋本カンパニー ＶＰ 

〔担当〕生産管理部、ＨＰＳ推進室 

カンパニー企画室 

橋本カンパニー 

生産管理部 部長 

田中 敏之 
橋本カンパニー ＶＰ 

〔委嘱〕館林工場長 

橋本カンパニー ＶＰ 

〔委嘱〕福島工場長 

増田 譲二 
コーポレート本部 常務  

〔委嘱〕先行開発センター長、購買センター長 

橋本カンパニー 常務  

〔担当〕カンパニー企画室 

        ＴＣＲ推進室 

桜井 健博 
コーポレート本部 ＶＰ 

〔担当〕経営企画部、情報システム室 

コーポレート本部 ＶＰ 

〔担当〕経営企画部、法務監査部 

〔委嘱〕財務部長 

林  俊行 
コーポレート本部 ＶＰ 

〔委嘱〕経理部長 

橋本カンパニー ＶＰ 

〔委嘱〕カンパニー企画室長 

 

２．役職者人事異動（平成１９年４月１日付） 

氏名 新職 現職 

小野 藤彦 監査室 部長 
コーポレート本部 

法務監査部 部長 

大竹  信一 先行技術開発部 部長 
橋本カンパニー 

生産技術部 主管 

半田 泰明 新商品開発部 部長 
橋本カンパニー 

商品企画部 部長 

森脇 俊雅 デザイン部 部長 
アルティアカンパニー 

用品企画部 主管 

星野 一男 
アルティアカンパニー 

ディーラーオプション商品部 部長 

橋本カンパニー 

技術企画部 部長 

道下 清人 
アルティアカンパニー 

ラインオプション商品部 部長 

アルティアカンパニー 

ライン商品部 主管 



氏 名 新   職 現   職 

小山  潔 
アルティアカンパニー 

用品品質保証部 部長 

アルティアカンパニー 

ライン商品部 部長 

宮坂 淳一 
アルティアカンパニー 

ディーラーオプション営業部 部長 

アルティアカンパニー 

カンパニー企画室 部長 

岩橋 直樹 
アルティアカンパニー 

ケミカル商品部 部長 

アルティアカンパニー 

用品販売促進部 部長 

荒川 昌功 
アルティアカンパニー 

機工機器事業推進室 部長 

アルティアカンパニー 

機器事業部 部長 

田口 義則 
アルティアカンパニー 

機工機器流通業務部 部長 

アルティアカンパニー 

機工営業統括部 主管 

柿沢 邦雄 
アルティアカンパニー 

機工機器品質保証部 部長 

アルティアカンパニー 

品質保証部 主管 

東田 博隆 
アルティアカンパニー 

首都圏･関越営業部 部長 

アルティアカンパニー 

首都圏･関越営業部 主管 

大竹 康之 
橋本カンパニー 

コストエンジニアリング推進部 部長 

橋本カンパニー 

ＴＣＲ推進室 部長 

大根田 貞生 
橋本カンパニー 

技術企画部 部長 

橋本カンパニー 

技術企画部 主管 

田中  俊之 
橋本カンパニー 

生産管理部 部長 

橋本カンパニー 

生産管理部 主管 

須藤 安男 
橋本カンパニー 

藤沢工場 工場長 

橋本カンパニー 

藤沢工場 主管 

西條  正己 
橋本カンパニー 

福島工場 工場長 

橋本カンパニー 

第二設計技術部 主管 

渡辺 一彦 
橋本カンパニー 

カンパニー企画室 部長 

橋本カンパニー 

カンパニー企画室 主管 

須長 敦夫 
コーポレート本部 

情報システム室 部長 

コーポレート本部 

総務部 主管 

 

以  上 
 

 
経営企画部 ＩＲ担当 

担当者：永坂 

ＴＥＬ：044-520-0019 

本件に関する問合せ先


