
   

各  位 

 上場会社名 NOK株式会社 

 代表者 取締役社長 鶴 正登 
 (コード番号 7240) 

 問合せ先責任者 企画部部長 鎌田 隆 
 (TEL 03-3434-1736) 

 

 

役員及び執行役員の人事に関するお知らせ 

 

 当社は、平成２４年５月２３日開催の取締役会において、任期満了に伴う改選により、役員及び執行役員の人事を

下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．ＮＯＫ株式会社 

 

新役職名 氏名 現役職名 

取締役  

重任 代表取締役会長兼社長                   鶴 正登 代表取締役会長兼社長                   

同上 
代表取締役専務 

シール事業統轄兼技術本部長兼生産技術本部長 
初澤秀雄 

代表取締役専務 

シール事業統轄兼技術本部長兼生産技術本部長 

同上 専務取締役調達担当兼業務本部長兼危機管理室長 横内孝人 専務取締役調達担当兼業務本部長兼危機管理室長 

同上 専務取締役営業本部長 土居清志 専務取締役営業本部長 

同上 取締役 鶴 鉄二 取締役 

同上 取締役 小林俊文 取締役 

同上 取締役 内田莊一郎 取締役 

    
監査役  

重任 常勤監査役  本里和明  常勤監査役 

同上 常勤監査役  志賀 淸  常勤監査役 

同上 監査役  梶谷 玄  監査役 

新任 監査役 瓦田榮三  ― 

同上 監査役 小林 修  ― 

 

 

 

 

 

 

平成 24年 5月 23日 



 

 

新役職名 氏名 現役職名 

執行役員  

重任 常務執行役員経営企画室長 飯田二郎 常務執行役員経営企画室長 

同上 常務執行役員事業推進本部長 安影 優 常務執行役員事業推進本部長 

同上 常務執行役員営業本部副本部長 黒木安彦 常務執行役員営業本部副本部長 

同上 常務執行役員財経本部長 渡邉 哲 常務執行役員財経本部長 

同上 執行役員営業本部副本部長 土屋篤信 執行役員営業本部副本部長 

同上 執行役員技術本部副本部長兼生産技術本部副本部長 黒木雄一 執行役員技術本部副本部長兼生産技術本部副本部長 

同上 
執行役員フロイデンベルグＮＯＫ ＧＰ                  

シニアヴァイスプレジデント 品質・生産担当 
増本義人 

執行役員フロイデンベルグＮＯＫ ＧＰ                  

シニアヴァイスプレジデント 品質・生産担当 

同上 執行役員調達管理室長 山崎幸夫 執行役員調達管理室長 

同上 執行役員平和オイルシール工業（株）副社長 村山雅夫 執行役員平和オイルシール工業（株）副社長 

同上 執行役員ビブラコースティック事業部長 大橋一寛 執行役員ビブラコースティック事業部長 

同上 

執行役員 

NＯＫフロイデンベルグ中国グループ総裁・代表 

兼無錫ＮＯＫフロイデンベルグＣｏ.,Ｌｔｄ.総経理 

下川恭廣 

執行役員 

NＯＫフロイデンベルグ中国グループ総裁・代表 

兼無錫ＮＯＫフロイデンベルグＣｏ.,Ｌｔｄ.総経理 

同上 執行役員樹脂・ウレタン事業部長 藤本和彦 執行役員樹脂・ウレタン事業部長 

同上 執行役員オイルシール事業部長 沢木新一 執行役員オイルシール事業部長 

同上 執行役員精密・Ｏリング事業部長 矢野武臣 執行役員精密・Ｏリング事業部長 

同上 執行役員技術本部副本部長 長澤晋治 執行役員技術本部副本部長 

同上 執行役員ＴＮＣ取締役社長 山下博史 執行役員ＴＮＣ取締役社長 

同上 
執行役員 

ガスケット・ブーツ事業部長兼流体制御部品事業部長 
柳本 剛 

執行役員 

ガスケット・ブーツ事業部長兼流体制御部品事業部長 

新任 執行役員品質管理室長 小林伸之 品質管理室副室長 

同上 

執行役員営業本部副本部長 

兼ＮＯＫフロイデンベルググループセールスチャイナ

Co.,Ltd.総経理 

菅谷良裕 

営業本部副本部長 

兼ＮＯＫフロイデンベルググループセールスチャイナ 

Co.,Ltd.総経理 

 

退任  

 
退任(相談役就任) 小海重和 専務取締役品質管理室長 

 
退任 畝村育成 監査役 

 
退任 青野文章 監査役 

 

 



 なお、当社の連結子会社である日本メクトロン㈱、ならびにシンジーテック㈱の役員、及び執行役員の人事

につきましても、下記のとおりお知らせいたします。 

 

２．日本メクトロン株式会社 

 

新役職名 氏名 現役職名 

取締役  

重任 代表取締役会長 鶴 正登 代表取締役会長 

同上 代表取締役社長 小林俊文 代表取締役社長 

同上 
専務取締役社長補佐兼事業ユニット統括 

兼品質統轄本部長兼 HDD事業本部長 
林田国松 

専務取締役社長補佐兼事業ユニット統括 

兼品質統轄本部長兼 HDD事業本部長 

同上 専務取締役業務本部長  門田利晴 専務取締役業務本部長  

 

監査役  

重任 常勤監査役 灰田雄二郎  常勤監査役 

同上 監査役 本里和明  監査役 

同上 監査役 志賀 淸  監査役 

 

執行役員  

重任 常務執行役員生産本部長 石川雅昭 常務執行役員生産本部長 

同上 執行役員商品企画室長兼ＩＲ・広報担当 松本博文 執行役員商品企画室長 

同上 執行役員めっき工程改善担当 稲生正勝 執行役員めっき工程改善担当 

同上 執行役員生産工程改善担当 中川利臣 執行役員生産工程改善担当 

同上 執行役員製造技術本部長兼調達本部長  池田弘之 執行役員製造技術本部長兼調達本部長  

同上 執行役員ＧＣ事業本部長  野本 淳 執行役員ＧＣ事業本部長  

同上 
執行役員                                           

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ.珠海総経理 
藤原敬三 

執行役員                                           

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ.珠海総経理 

同上 
執行役員                                           

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ.珠海副総経理 
吉田尚史 執行役員事業管理本部長 

同上 執行役員メクテックＣｏｒｐ.台湾総経理 早瀨弘人 執行役員メクテックＣｏｒｐ.台湾総経理 

同上 執行役員プレシジョンコンポーネント事業本部長 古舘 吏 執行役員プレシジョンコンポーネント事業本部長 

同上 執行役員設計本部長兼実装本部長 塚原利幸 執行役員設計本部長兼実装本部長 

同上 
執行役員                                         

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ.蘇州総経理 
菅野良則 

執行役員                                         

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ.蘇州総経理 

同上 執行役員技術開発本部長 赤塚孝寿 執行役員技術開発本部長 

同上 執行役員生産技術本部長 久門博之 執行役員生産技術本部長 

新任 執行役員ＪＣ事業本部長 西村正憲 上席理事ＪＣ事業本部長 

同上 執行役員ＡＣ事業本部長 渡津修孝 ＡＣ事業本部長 

同上 執行役員事業管理本部長 斉藤竜彦 事業管理本部副本部長 

重任 

執行役員 

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ.タイランド 

マネージングディレクター兼ＨＤＤ事業本部副本部長 

Sathid 

Jitjongruck 

執行役員 

メクテックマニュファクチャリングＣｏｒｐ.タイランド 

マネージングディレクター兼ＨＤＤ事業本部副本部長 

同上 

執行役員 

メクテックヨーロッパＧｍｂＨ.マネージングディレクター 

兼ＡＩ事業本部副本部長 

Wolfgang 

Bochtler 

執行役員 

メクテックヨーロッパＧｍｂＨ.マネージングディレクター 

兼ＡＩ事業本部副本部長 



３．シンジーテック株式会社 

 

新役職名 氏名 現役職名 

取締役  

重任 代表取締役会長 鶴 正登 代表取締役会長 

同上 代表取締役社長 内田莊一郎 代表取締役社長 

同上 取締役 安影 優 取締役 

 

執行役員 

重任 常務執行役員事業推進本部長 後藤秀典 常務執行役員事業推進本部長 

同上 執行役員 戸田秀明 執行役員 

同上 執行役員 内田正博 執行役員 

同上 執行役員営業本部長 中林昭裕 執行役員営業本部長 

同上 執行役員技術本部長  久保田秀幸 執行役員技術本部長  

同上 執行役員技術本部副本部長  平山 中 執行役員技術本部副本部長  

 

退任 

 

退任（ＮＯＫ㈱顧問就任） 天野正章 常務執行役員 

 

退任（顧問就任） 阿曽和則 執行役員 

 

 

なお、上記人事異動は平成２４年６月に開催予定の定時株主総会《ＮＯＫ㈱は６月２７日開催、日本メクト

ロン㈱、及びシンジーテック㈱は６月２５日に開催予定》、ならびにその後の取締役会において正式決定され

ます。 

 

 

 

以 上 


