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                           代 表 者 名      代表取締役社長 植 田 一 敏       
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役員の異動、組織再編成及び人事異動に関するお知らせ 
 
 
 
  当社及び連結子会社は、平成２０年４月２５日開催の取締役会において、平成２０年６月１日付で 
 
下記の通り役員の異動、組織再編成及び人事異動を行うことに決定しましたのでお知らせいたします。 

 
 
 

記 
 
 佐鳥電機株式会社 
 
 １．組織再編成について 
 
   (1) 海外管理室を新設する。 
 

(2) 経営企画本部経営企画部及び IR 推進部を経営企画本部経営企画課及び IR 推進課とし、情報ｼｽﾃ 
ﾑ部を経営企画本部に統合する。 

 
(3) ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業と制御機器事業を次のとおり再編成する。 

①ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部、ｼｽﾃﾑ市場開発本部及び制御機器営業本部をｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部及び 
制御機器営業本部に再編成する。 

     ②ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 SI 推進部を廃止し、販売促進部を新設する。 
     ③制御機器営業本部に九州ﾌﾞﾛｯｸ営業部を新設する。 
     ④ｼｽﾃﾑ市場開発本部ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ推進部を廃止し、FA ｼｽﾃﾑ部を制御機器営業本部に移管する。 
 
   (4) 電気機材営業本部電材営業第一部及び電材営業第三部を統合し、電材営業第一部とする。 
 

(5) 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第一営業本部及び電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第三営業本部を統合し、電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第一営業本部とし、 
大阪以西を管轄する電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第三営業本部を新設する。 

 
   (6) 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業支援部を営業管理部とする。 
 
   (7) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部営業部を海外営業部とし、電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第二営業本部に移管し、ﾋﾞｼﾞﾈｽ推 

進部を海外事業推進室に再編成する。 
 
 
 
 



 
 
 
   (8) 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽｼｽﾃﾑ技術本部を電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ販売技術本部とし、次のとおり再編成する。 
     ①第一販売技術部、第二販売技術部、第三販売技術部、第四販売技術部及び西日本販売技術部 
      とする。 
     ②販売推進本部電子ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ販売推進部を移管し、電子ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ販売技術部とする。 
 
   (9) 販売推進本部ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ販売推進部をﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ第一販売推進部及びﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ第二販売推進部に 

再編し、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部を企画開発部とする。 
 
   (10) 神奈川営業所を横浜営業所に統合し、横浜支店とする。 
 
   (11) 静岡営業所を廃止する。 
 
 
 ２．人事異動について 
 

新職務 氏  名 旧職務 
 

顧問 高瀬 一郎 佐鳥ｴｽ･ﾃｯｸ株式会社 
  取締役 
   
監査室部長 友田 和典 佐鳥ﾊﾟｲﾆｯｸｽ株式会社出向 
   
海外管理室長 清水 賢治 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽｼｽﾃﾑ技術本部 
  技術第四部長 
   
上席執行役員 渡辺 孝則 経営企画本部長 
兼経営企画本部長  兼経営企画部長、IR 推進部長 
   
経営企画本部 樋口 恵一 情報ｼｽﾃﾑ部長 
情報ｼｽﾃﾑ部長   
   
業務管理本部 染谷 耕次 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ営業支援部長 
業務第二部担当部長   
   
ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部長 小玉 雅尚 札幌支店長 
   
ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 佐藤 允 ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部長 
担当部長   
   
ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 広松 浩 ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 
第一営業部長  第一営業部課長 
   
ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 木暮 誠一 ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 
第一営業部担当部長  SI 推進部長 
   
ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 大谷 一則 湘南支店長 
第二営業部長   
   
ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 芳賀 健治 ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 
販売促進部長  第一営業部長 
   
   



   
   
   
執行役員 増田 利勝 大阪支社長 
兼制御機器営業本部長   
   
制御機器営業本部 吉岡 優 ｼｽﾃﾑ市場開発本部長 
FA 開発担当理事   
   
制御機器営業本部 小幡 哲生 制御機器営業本部長 
市場開発担当理事   
   
制御機器営業本部 香川 康 広島営業所長 
西ﾌﾞﾛｯｸ営業部長   
兼大阪支社制御機器部長   
   
制御機器営業本部 立川 文二 制御機器営業本部 
西ﾌﾞﾛｯｸ営業部担当部長  西ﾌﾞﾛｯｸ営業部長 
  兼大阪支社制御機器部長 
   
制御機器営業本部 山口 泰弘 北九州支店 
九州ﾌﾞﾛｯｸ営業部長  制御機器課長 
   
制御機器営業本部 畠山 臣也 ｼｽﾃﾑ市場開発本部 
FA ｼｽﾃﾑ部長  FA ｼｽﾃﾑ部課長 
   
電気機材営業本部 津久井 俊一 電気機材営業本部 
電材営業第一部長  電材営業第三部長 
   
電気機材営業本部 伊藤 元秀 電気機材営業本部 
 開発部担当部長  電材営業第一部長 
   
電気機材営業本部 植木 康洋 ｼｽﾃﾑ市場開発本部 
開発部担当部長  ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ推進部長 
   
電気機材営業本部 西山 猛志 静岡営業所長 
開発部第一課担当課長   
   
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第一営業本部長 柳沢 俊一 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第三営業本部長 
   
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第一営業本部 大川 英樹 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第一営業本部 
営業第一部長  営業第二部長 
   
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第一営業本部 松井 衛 HONG KONG SATORI CO.,LTD. 
営業第二部長  SHEN ZHEN OFFICE 出向 
   
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第二営業本部 井村 憲治 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部 
海外営業部長  営業部長 
   
上席執行役員 重実 隆利 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第一営業本部長 
兼電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第三営業本部長   
兼大阪支社長   
   
   



   
   
   
営業管理部長 斎藤 孝彦 KOREA SATORI CO.,LTD.出向 
   
海外事業推進室長 笠谷 道雄 台湾佐鳥股份有限公司出向 
   
海外事業推進室部長 大村 智哉 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ推進本部 
  ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部課長 
   
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ販売技術本部長 藤田 順一 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽｼｽﾃﾑ技術本部長 
兼西日本販売技術部長   
   
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ販売技術本部 茂木 達哉 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽｼｽﾃﾑ技術本部 
第一販売技術部長  技術第一部課長 
   
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ販売技術本部 内山 幸哉 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽｼｽﾃﾑ技術本部 
第二販売技術部長  技術第二部長 
   
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ販売技術本部 鈴木 一生 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽｼｽﾃﾑ技術本部 
第三販売技術部長  技術第三部長 
   
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ販売技術本部 石井 康二 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第三営業本部 
第四販売技術部長  営業開発部長 
   
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ販売技術本部 中川 将明 販売推進本部 
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ販売技術部長  電子ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ販売推進部長 
   
販売推進本部 真鍋 昌彦 販売推進本部 
ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ第一販売推進部長  ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ販売推進部長 
   
販売推進本部 小野寺 學 販売推進本部 
ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ第二販売推進部長  ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ販売推進部担当部長 
   
販売推進本部 平田 正行 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽｼｽﾃﾑ技術本部 
ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ第二販売推進部担当部長  大阪ｼｽﾃﾑ技術部長 
   
販売推進本部 森本 京介 神奈川営業所長 
ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ第二販売推進部課長   
   
販売推進本部 小林 直実 販売推進本部 
企画開発部長  ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 
   
大阪支社 吉沢 唯夫 経営企画本部 
事務部長  担当部長 
   
名古屋支店長 松永 尚士 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第一営業本部 
  営業第一部長 
   
札幌支店長 深川 政宏 ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 
  第二営業部長 
   
札幌支店 菊池 芳美 札幌支店 
営業部長  営業第一課長 



   
   
   
湘南支店長 根津 靖人 湘南支店課長 
   
北九州支店長 中村 慶次 制御機器営業本部 
  西ﾌﾞﾛｯｸ営業部担当部長 
   
北九州支店 勝原 秀治 北九州支店長 
担当部長   
   
横浜支店長 佐藤 賢治 横浜営業所長 
   
広島営業所長 東 司 広島営業所係長 
   
佐鳥ｴｽ･ｱｲ･ｼｰ株式会社出向 中窪 信雄 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽｼｽﾃﾑ技術本部 
  技術第一部長 
   
佐鳥ｴｽ･ｱｲ･ｼｰ株式会社出向 田中 淳二 販売推進本部 
  上席部長 
   
佐鳥ﾊﾟｲﾆｯｸｽ株式会社出向 大久保 貴 名古屋支店長 
   
佐鳥ﾊﾟｲﾆｯｸｽ株式会社出向 川上 明 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ第三営業本部 
  営業部長 
   

 

 佐鳥エス・アイ・シー株式会社 
 
 １．代表者の異動 
 

代表取締役社長 鈴木 英次 〔佐鳥電機株式会社 常務取締役〕 
   
取締役相談役 高野 照日 〔代表取締役社長〕 
   

 ２．その他の役員の異動 
  (1) 新任監査役候補 
 

監査役 渡部  裕吉 〔佐鳥電機株式会社 監査役〕 
 
  (2) 退任予定監査役 
 

 茂木  正樹 〔監査役〕 
 
 
 佐鳥パイニックス株式会社 
 
 １．代表者の異動 
    該当事項はありません。 
 
 ２．その他の役員の異動 
  (1) 新任監査役候補 
 

監査役 松村  正信 〔佐鳥電機株式会社 監査役〕 
 
 



 
 
 
  (2) 退任予定監査役 
 

 折田 幸一 〔監査役〕 
 
 
 株式会社スター・エレクトロニクス 
 
 １．代表者の異動 
    該当事項はありません。 
 
 ２．その他の役員の異動 
  (1) 新任監査役候補 
 

監査役 松村  正信 〔佐鳥電機株式会社 監査役〕 
 
  (2) 退任予定監査役 
 

 折田 幸一 〔監査役〕 
 
 
 佐鳥エス･テック株式会社 
 
 １．代表者の異動 
    該当事項はありません。 
 
 ２．その他の役員の異動 
  (1) 新任監査役候補 
 

監査役 渡部  裕吉 〔佐鳥電機株式会社 監査役〕 
 
  (2) 新任執行役員 
 

執行役員 古泉 豊志 〔経営管理部長〕 
兼経営管理室長   

 
  (3) 退任予定取締役 
 

 高瀬 一郎 〔取締役 通信・制御機器事業担当 
   通信・制御機器事業部長〕 
  （佐鳥電機株式会社 顧問に就任予定）

 
  (4) 退任予定監査役 
 

 茂木  正樹 〔監査役〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   新任代表取締役の略歴 
 
       鈴 木 英 次 （すずき ひでじ） 
 
      生年月日  昭和 23 年  2 月 12 日生 
 
      出 身 地  東京都 
 
      最終学歴  昭和 45 年  3 月  東海大学工学部通信工学科卒業 
 
      職  歴  昭和 45 年  4 月  東京三洋電機株式会社入社 
 

平成  4 年  6 月  佐鳥電機株式会社入社 
 
            平成 15 年  8 月  佐鳥電機株式会社取締役 
 
            平成 17 年  8 月  佐鳥電機株式会社常務取締役（現任） 
 
            平成 17 年  8 月  佐鳥エス・アイ・シー株式会社取締役（現任） 
 
 
（注） 〔  〕内は現職であります。 
 
                                           以 上 
 


