
   各　　　位

日 本　電　産　株 式 会 社
代表取締役社長　永 守 重 信

（コード番号　６５９４）

   1．機構改革
   （平成２０年４月１日付）

   （１）「ＣＳＲ推進室」を新設する。
   （２）東京営業部を「東京営業第１部」と「東京営業第２部」に分割する。
 　（３）滋賀技術開発センターに「開発第６部」を新設する。
　 （４）「ＳＰＭ事業戦略室」を新設する。

   ２．人事異動
   （平成２０年４月１日付）

              （ 新 ）

　    取締役副社長 　  　取締役副社長
ＣＦＯ兼管理部門統轄 ＣＦＯ兼管理部門統轄
リスク管理室・ＩＲ部・ リスク管理室・ＩＲ部・
広報宣伝部・経理部・財務部・ 広報宣伝部・経理部・財務部・
システム部・ＣＳＲ推進室担当 システム部担当

　  　取締役副社長 　  　取締役副社長
ＡＤＦ事業統轄 ＤＣＭ事業およびＦＡＮ事業統轄
Ａ／Ｂ事業担当 滋賀技術開発センター･
滋賀技術開発センター･ 鳥取技術開発センター･購買統括部･
鳥取技術開発センター･購買統括部･ ＡＤＦ品質管理部･金型部担当
ＡＤＦ品質管理部･金型部担当 米国日本電産㈱会長(ＣＥＯ)
米国日本電産㈱会長(ＣＥＯ) 欧州日本電産会長（ＣＥＯ）
欧州日本電産会長（ＣＥＯ） 日本電産(大連)有限公司会長
日本電産(大連)有限公司会長 日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長
日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長 日本電産(東莞)有限公司会長
日本電産(東莞)有限公司会長 日本電産(新界)有限公司会長
ベトナム日本電産会社会長（ＣＥＯ） ベトナム日本電産会社会長（ＣＥＯ）
日本電産シバウラ㈱会長 日本電産シバウラ㈱会長
日本電産ﾓｰﾀｰｽﾞ ｱﾝﾄﾞ ｱｸﾁｭｴｰﾀｰｽﾞ㈱会長
日本電産ネミコン㈱会長 日本電産ネミコン㈱会長
日本電産パワーモータ㈱会長 日本電産パワーモータ㈱会長

日本電産ﾓｰﾀｰｽﾞ ｱﾝﾄﾞ ｱｸﾁｭｴｰﾀｰｽﾞ㈱会長

澤村　賢志
さわむら　けんじ　

（ 旧 ）

鳥山　泰靖

機構改革および人事異動のお知らせ 

下記の通り、機構改革および人事異動をお知らせ致します。

記

とりやま　やすのぶ

平成20年3月25日
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　　　常務取締役 　　　常務取締役
知的財産部・法務部・ 知的財産部・法務部・
総務部・人事部・ 海外事業管理部・
海外関係会社管理部統轄 海外関係会社管理部統轄
秘書室・経営企画部・ 秘書室・経営企画部・
海外事業管理部担当 総務部・人事部担当
経営企画部長　兼 経営企画部長
海外事業管理部長

　　　取締役 　　　取締役
営業部門副統轄 営業部門副統轄
日本電産(香港)有限公司会長 台湾日電産股有限公司会長

日本電産(香港)有限公司会長兼社長
日電産(上海)国際貿易有限公司会長

19

　　　取締役 　　　取締役
中央開発技術研究所 ＳＰＭ事業開発技術部門担当

23 プロセス技術部長 中央開発技術研究所長 兼
プロセス技術部長

　　　取締役 　　　取締役
26 ＳＰＭ事業開発技術部門担当 長野技術開発センター所長

ＳＰＭ事業戦略室担当

　　　取締役 　　　取締役
ＤＣＭ事業およびＦＡＮ事業担当 ＤＣＭ事業およびＦＡＮ事業副統轄
日本電産(新界)有限公司会長 日本電産(大連)有限公司社長
日本電産(大連)有限公司副会長

42 日本電産(東莞)有限公司副会長 日本電産(東莞)有限公司副会長
ベトナム日本電産会社副会長 ベトナム日本電産会社副会長

48
　　　取締役 　　　取締役

総務部・人事部 海外事業管理部・
58 海外関係会社管理部担当 海外関係会社管理部担当

海外事業管理部長

日本電産自動車モータ(浙江)有限公司副会長

竹上　清好

 はまだ　 ただあき

浜田　忠章

はっとり　せいいち

服部　誠一

利田　　哲
  かがた　 　 あきら

たけがみ  きよよし

 ごとう　 のりまさ

後藤　典雅

なるみや  　おさむ

成宮　　治
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　　　顧問 　　　顧問
モーター基礎研究所名誉所長 モーター基礎研究所長

73 中央開発技術研究所長 中央開発技術研究所副所長 兼
開発技術部長

91 日本電産(香港)有限公司社長 台湾日電産股有限公司社長
台湾日電産股有限公司会長
日本電産(上海)国際貿易有限公司会長

104 日本電産(新界)有限公司社長

日本電産(大連)有限公司社長 日本電産(東莞)有限公司社長

134

133 長野技術開発センター タイ日本電産㈱副社長
開発技術部長

ＳＰＭ事業戦略室長 経営企画部付部長

フィリピン日本電産スービック㈱ フィリピン日本電産スービック㈱
社長 副社長兼ＣＯＯ

日本電産(東莞)有限公司社長 日本電産(大連)有限公司副社長

139

長野技術開発センター所長 長野技術開発センター副所長 兼
開発技術部長

140
135

東京営業部・大阪営業部 東京営業部長
統轄部長

見城　尚志
 けんじょう　たかし  

たつの　　ひとし

待井　信幸

たかはし　　つよし

まつみや　　みのる

辰野　仁司

西村　秀樹
にしむら　ひでき 

坂田　昭博
 さかた　 あきひろ

松宮　　稔

　まつい　　　ゆたか

松井　　豊

 まちい　 のぶゆき

高橋　　毅

　つよし　　 みつる

津吉　　滿

増田　秀文
ますだ　ひでふみ
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136 日本電産ブリリアント(蘇州)有限公司 フィリピン日本電産スービック㈱
社長 兼 社長
ブリリアントテクノロジー(蘇州)有限公司

136 社長

モーター基礎研究所長 モーター基礎研究所副所長

137

滋賀技術開発センター 滋賀技術開発センター
開発第６部長 開発第１部

開発第２グループ部長 兼
138 海外事業管理部付部長

東京営業第１部長 東京営業部付部長

東京営業第２部長 東京営業部付部長

141
中央開発技術研究所 中央開発技術研究所
開発技術部長

開発技術第６グループ部長

142

長野技術開発センター 長野技術開発センター
143 品質保証部長 品質保証部

部品品証グループ部長

ＣＳＲ推進室長 兼 ＡＤＦ品質管理部
リスク管理室長 ＩＳＯシステムグループ部長

営業第２部営業第１グループ部長 営業第２部営業第１グループ次長

日本電産（浙江）有限公司 長野技術開発センター
品質保証部長 品質保証部

品質保証グループ次長

開発技術部開発技術第４グループ 兼

 かじ　　　のぶふじ

倉田　　誠

梶　　信藤

ふじい　　よしお

大八木　俊秀

藤居　義雄

 おおやぎ　 としひで

米井　裕之
よねい　 ひろゆき

 くらた 　　まこと

星野　賢一
ほしの　けんいち

山内　直之
やまうち　なおゆき

みやじま　かずと 

宮嶋　和人

あ べ　  かずお

阿部　和夫

いけがみ　　ひろし

池上　　浩
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タイ日本電産㈱ 海外事業管理部付次長
購買部長

日本電産(大連)有限公司 海外事業管理部付次長
ＤＣＭ生産部統轄部長　

台湾日電産股有限公司 海外事業管理部付次長
社長

日電産(上海)国際貿易有限公司 海外事業管理部付次長
社長

滋賀技術開発センター 滋賀技術開発センター
開発第１部 開発第１部
開発第１グループ部長 開発第１グループ次長

日本電産百王馬達(浙江)有限公司 海外事業管理部付次長
副社長

長野技術開発センター 長野技術開発センター
事業支援部 事業支援部
技術第２グループ部長 技術第２グループ次長

ＩＲ部ロンドン駐在員事務所長 ＩＲ部ロンドン駐在員

以　上

 （問い合わせ先）
   広報宣伝部長　　田村 徳雄　電話：（０７５）９３５－６１５０（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

はやかわ　まさみち

早川　正通

坂本　雅彦
さかもと　まさひこ

まさき　あきひろ

正木　昭弘

林田　宏三
はやしだ　こうぞう

やまむら　よしあき

山村　好昭

片岡　　央
かたおか　　なかば

ふくだ　まさのり

福田　雅典

しげもり　かずや

重盛　和也
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