
  

 

 

 

 

2013 年 2 月 22 日 

 会社名   株式会社 ケーヒン 

（コード番号：7251 東証第一部） 

 (訂正)  
 

役員およびその他人事異動内定ならびに組織変更に関するお知らせ 
 

 本日（2月22日付）発表いたしました｢役員およびその他人事異動内定ならびに組織変更に関するお知

らせ｣に一部誤植がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

１．訂正の内容 

執行役員内定者 重本 昌康の氏名を下線のとおり訂正いたしました。 

 （誤）重本 康昌 ⇒（正）重本 昌康  

 

２．訂正箇所（下線は訂正箇所を示します。） 

 ①２ページ 1.役員の異動(4)新任執行役員（2013 年 4 月１日） 

〔 訂正前 〕 

氏  名 現 役 職 名 新 役 職 名 

重本 康昌 
本田技研工業㈱ 

事業管理本部関係会社室長 

執行役員 

管理本部長兼監査室担当 

〔 訂正後 〕 

氏  名 現 役 職 名 新 役 職 名 

重本 昌康 
本田技研工業㈱ 

事業管理本部関係会社室長 

執行役員 

管理本部長兼監査室担当 

 

 ②４ページ 2.執行体制(1)4 月 1 日付執行体制 

〔 訂正前 〕 

氏 名 変 更 前 
変 更 後 

（４月１日付） 

重本 康昌 
本田技研工業㈱ 

事業管理本部関係会社室長 

執行役員 

副コンプライアンスオフィサー 

管理本部長兼監査室担当 

〔 訂正後 〕 

氏 名 変 更 前 
変 更 後 

（４月１日付） 

重本 昌康 
本田技研工業㈱ 

事業管理本部関係会社室長 

執行役員 

副コンプライアンスオフィサー 

管理本部長兼監査室担当 
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③６ページ 2.執行体制(2)定時株主総会後の執行体制 

〔 訂正前 〕 

氏 名 ４月１日変更後 定時株主総会後 

重本 康昌 

執行役員 

副コンプライアンスオフィサー 

管理本部長兼監査室担当 

執行役員 

副コンプライアンスオフィサー 

管理本部長兼監査室担当 

〔 訂正後 〕 

氏 名 ４月１日変更後 定時株主総会後 

重本 昌康 

執行役員 

副コンプライアンスオフィサー 

管理本部長兼監査室担当 

執行役員 

副コンプライアンスオフィサー 

管理本部長兼監査室担当 

 

 

以 上 
 

上記訂正後の発表資料は次のとおりとなります。 
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ｈ 

 

                                

2013 年２月 22 日 

会 社 名     株式会社 ケーヒン 

（コード番号：7251 東証第一部） 

 

役員およびその他人事異動内定ならびに組織変更に関するお知らせ 
 

当社は 2013 年２月 22 日開催の取締役会において、役員の異動および委嘱人事、その他の人事異動なら

びに組織変更につきまして、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１.役員の異動 

（１）就任予定取締役 

氏 名 現役職名 新役職名（定時株主総会後） 

鈴木 伸明 

上席執行役員 

購買本部調達戦略担当兼調達戦略室長 

 ※（４月１日付異動変更予定） 

上席執行役員 

購買本部長 

取締役 上席執行役員 

購買本部長 

天野 裕久 

上席執行役員 

アジア本部管理担当 

※（４月１日付異動変更予定） 

上席執行役員 

アジア本部長 

取締役 上席執行役員 

アジア本部長 

大町 信一 

執行役員 

生産本部生産担当 

※（４月１日付異動変更予定） 

   上席執行役員 

副リスクマネジメントオフィサー

生産本部副本部長兼生産担当 

取締役 上席執行役員 

副リスクマネジメントオフィサー 

生産本部副本部長兼生産担当  

 

（２）退任予定取締役 

氏 名 新役職名（定時株主総会後） 

橋山 和弘 常務執行役員 購買本部調達戦略担当 

佐藤 忠吾 上席執行役員 生産本部生産技術担当 

鉛 隆司 上席執行役員 新規事業統括 

 

 

 Press Information
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（３）昇任執行役員（2013 年４月１日） 

氏  名 現 役 職 名 新 役 職 名 

川勝 幹人 

執行役員 

事業統括本部C-Rep会議議長 

事業統括部長（C-Rep）空調システム 

上席執行役員  

空調事業統括 

大町 信一 
執行役員 

生産本部生産担当 

上席執行役員 

生産本部副本部長兼生産担当 

髙山 雄介 
執行役員 

開発本部戦略テーマ担当 

上席執行役員 

開発本部戦略テーマ担当 

 

 

（４）新任執行役員（2013 年４月１日） 

氏  名 現 役 職 名 新 役 職 名 

伊藤 忠喜 ﾋﾟｰﾃｨｰｹｰﾋﾝｲﾝﾄﾞﾈｼｱ社長 
執行役員 

アジア本部アセアン生産担当 

重本 昌康 
本田技研工業㈱ 

事業管理本部関係会社室長 

執行役員 

管理本部長兼監査室担当 

西澤 賢一 
㈱本田技術研究所 

二輪R&Dセンター 主任研究員 

執行役員 

事業統括本部二輪・汎用事業担当 

 

（５）退任予定執行役員 

氏 名 役職名（６月下旬退任時） 

吉沢 浩 上席執行役員 事業統括本部特命担当 
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２.執行体制 

（１）４月１日付執行体制 

氏 名 変 更 前 
変 更 後 

（４月１日付） 

田内 常夫 
代表取締役社長 

経営企画室担当 

代表取締役社長 

経営企画室担当兼新規事業統括担当 

浮穴 一興 

代表取締役専務取締役 

事業統括本部長兼アジア本部長 

ｹｰﾋﾝｱｼﾞｱﾊﾞﾝｺｸｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 

代表取締役専務取締役 

事業統括本部長兼空調事業統括・アジア本部担

当 

渡辺 政美 

代表取締役専務取締役 

リスクマネジメントオフィサー 

生産本部長 

代表取締役専務取締役 

リスクマネジメントオフィサー        

生産本部長兼米州本部長兼ＢＣＭ推進室担当 

小池 正明 

代表取締役専務取締役 

コンプライアンスオフィサー 

管理本部長兼監査室担当 

兼知財・法務部担当 

㈱ｹｰﾋﾝ･ｻｰﾏﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社長 

代表取締役専務取締役 

コンプライアンスオフィサー 

欧州統括兼知財・法務部担当 

㈱ｹｰﾋﾝ･ｻｰﾏﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社長 

入野 博史 

代表取締役専務取締役 

品質総括責任者 

品質保証本部長 

代表取締役専務取締役 

品質総括責任者 

品質保証本部長兼開発・購買・中国本部担当 

橋山 和弘 

取締役 常務執行役員 

副リスクマネジメントオフィサー 

生産本部副本部長 

取締役 常務執行役員 

購買本部調達戦略担当 

大沼 公紀 

取締役 常務執行役員 

米州本部長 

ｹｰﾋﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ社長 

取締役 常務執行役員 

米州本部副本部長兼北米統括 

ｹｰﾋﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ社長 

岩田 毅 
取締役 常務執行役員 

開発本部長 

取締役 常務執行役員 

開発本部長兼コスト技評担当 

佐藤 忠吾 
取締役 上席執行役員 

購買本部長 

取締役 上席執行役員 

生産本部生産技術担当 

鉛 隆司 
取締役 上席執行役員 

アジア本部副本部長 

取締役 上席執行役員 

新規事業統括 

今野 元一朗 
取締役 上席執行役員 

中国本部長 

取締役 上席執行役員 

中国本部長 

吉沢 浩 

上席執行役員 

事業統括本部グローバル調達担当兼コス

ト技評担当兼四輪システム／要素部品事

業担当 

上席執行役員 

事業統括本部特命担当 

青海 洋史 

上席執行役員 

副コンプライアンスオフィサー 

事業統括本部営業担当 

上席執行役員 

事業統括本部特命担当 
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氏 名 変 更 前 
変 更 後 

（４月１日付） 

鈴木 伸明 
上席執行役員 

購買本部調達戦略担当兼調達戦略室長 

上席執行役員 

購買本部長 

三ッ堀 徹 
上席執行役員 

米州本部営業担当 

上席執行役員 

米州本部南米統括 

黒木 利浩 
上席執行役員 

アジア本部インド担当 

上席執行役員 

アジア本部インド担当 

天野 裕久 
上席執行役員 

アジア本部管理担当 

上席執行役員 

アジア本部長 

ｹｰﾋﾝｱｼﾞｱﾊﾞﾝｺｸｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 

川勝 幹人 

執行役員 

事業統括本部C-Rep会議議長 

事業統括部長（C-Rep）空調システム 

上席執行役員 

空調事業統括 

大町 信一 
執行役員 

生産本部生産担当 

上席執行役員 

副リスクマネジメントオフィサー 

生産本部副本部長兼生産担当 

髙山 雄介 
執行役員 

開発本部戦略テーマ担当 

上席執行役員 

開発本部戦略テーマ担当 

井上 正弘 
執行役員 

米州本部生産担当 

執行役員 

米州本部中米統括 

新道 清一 

執行役員 

管理本部総務部長兼業務改革担当兼開発

センター長 

執行役員 

管理本部総務部長兼業務改革担当兼ＩＴ担当兼

開発センター長  

高橋 正明 
執行役員 

欧州統括 

執行役員 

事業統括本部四輪事業担当兼四輪事業統括部長

（C-Rep）ＦＩ ＥＣＵ 

伊藤 忠喜 ﾋﾟｰﾃｨｰｹｰﾋﾝｲﾝﾄﾞﾈｼｱ社長 
執行役員 

アジア本部アセアン生産担当 

重本 昌康 
本田技研工業㈱ 

事業管理本部関係会社室長 

執行役員 

副コンプライアンスオフィサー 

管理本部長兼監査室担当 

西澤 賢一 
㈱本田技術研究所 

二輪R&Dセンター 主任研究員 

執行役員 

事業統括本部二輪・汎用事業担当 
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（２）定時株主総会後の執行体制 

氏 名 ４月１日変更後 定時株主総会後 

田内 常夫 
代表取締役社長 

経営企画室担当兼新規事業統括担当 

代表取締役社長 

経営企画室担当兼新規事業統括担当 

浮穴 一興 

代表取締役専務取締役 

事業統括本部長兼空調事業統括・アジア

本部担当 

代表取締役専務取締役 

事業統括本部長兼空調事業統括・アジア本部担

当 

渡辺 政美 

代表取締役専務取締役 

リスクマネジメントオフィサー     

生産本部長兼米州本部長兼ＢＣＭ推進室

担当 

代表取締役専務取締役 

リスクマネジメントオフィサー        

生産本部長兼米州本部長兼ＢＣＭ推進室担当 

小池 正明 

代表取締役専務取締役 

コンプライアンスオフィサー 

欧州統括兼知財・法務部担当 

㈱ｹｰﾋﾝ･ｻｰﾏﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社長 

代表取締役専務取締役 

コンプライアンスオフィサー 

欧州統括兼知財・法務部担当 

㈱ｹｰﾋﾝ･ｻｰﾏﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社長 

入野 博史 

代表取締役専務取締役 

品質総括責任者 

品質保証本部長兼開発・購買・中国本部

担当 

代表取締役専務取締役 

品質総括責任者 

品質保証本部長兼開発・購買・中国本部担当 

大沼 公紀 

取締役 常務執行役員 

米州本部副本部長兼北米統括 

ｹｰﾋﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ社長 

取締役 常務執行役員 

米州本部副本部長兼北米統括 

ｹｰﾋﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ社長 

岩田 毅 
取締役 常務執行役員 

開発本部長兼コスト技評担当 

取締役 常務執行役員 

開発本部長兼コスト技評担当 

鈴木 伸明 
上席執行役員 

購買本部長 

取締役 上席執行役員 

購買本部長 

今野 元一朗 
取締役 上席執行役員 

中国本部長 

取締役 上席執行役員 

中国本部長 

天野 裕久 

上席執行役員 

アジア本部長 

ｹｰﾋﾝｱｼﾞｱﾊﾞﾝｺｸｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 

取締役 上席執行役員 

アジア本部長 

ｹｰﾋﾝｱｼﾞｱﾊﾞﾝｺｸｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 

大町 信一 

上席執行役員 

副リスクマネジメントオフィサー  

生産本部副本部長兼生産担当 

取締役 上席執行役員 

副リスクマネジメントオフィサー 

生産本部副本部長兼生産担当 

橋山 和弘 
取締役 常務執行役員 

購買本部調達戦略担当 

常務執行役員 

購買本部調達戦略担当 

佐藤 忠吾 
取締役 上席執行役員 

生産本部生産技術担当 

上席執行役員 

生産本部生産技術担当 
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氏 名 ４月１日変更後 定時株主総会後 

鉛 隆司 
取締役 上席執行役員 

新規事業統括 

上席執行役員 

新規事業統括 

青海 洋史 
上席執行役員 

事業統括本部特命担当 

上席執行役員 

米州本部営業担当兼北米副統括 

三ッ堀 徹 
上席執行役員 

米州本部南米統括 

上席執行役員 

米州本部南米統括 

黒木 利浩 
上席執行役員 

アジア本部インド担当 

上席執行役員 

アジア本部インド担当 

川勝 幹人 
上席執行役員 

空調事業統括 

上席執行役員 

空調事業統括 

髙山 雄介 
上席執行役員 

開発本部戦略テーマ担当 

上席執行役員 

開発本部戦略テーマ担当 

新道 清一 

執行役員 

管理本部総務部長兼業務改革担当兼ＩＴ

担当兼開発センター長 

執行役員 

管理本部総務部長兼業務改革担当兼ＩＴ担当兼

開発センター長  

高橋 正明 

執行役員 

事業統括本部四輪事業担当兼四輪事業統

括部長（C-Rep）ＦＩ ＥＣＵ 

執行役員 

事業統括本部四輪事業担当兼四輪事業統括部長

（C-Rep）ＦＩ ＥＣＵ 

伊藤 忠喜 
執行役員 

アジア本部アセアン生産担当 

執行役員 

アジア本部アセアン生産担当 

重本 昌康 

執行役員 

副コンプライアンスオフィサー 

管理本部長兼監査室担当 

執行役員 

副コンプライアンスオフィサー 

管理本部長兼監査室担当 

西澤 賢一 
執行役員 

事業統括本部二輪・汎用事業担当 

執行役員 

事業統括本部二輪・汎用事業担当 

 

 
３.役員異動予定日 

 2013 年６月下旬開催予定の定時株主総会およびその後開催されます取締役会において決定する予定で

す。 
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４.組織変更について（変更日：2013 年４月１日） 

「グローバル競争に打勝つ事業体質の確立」を掲げた第 11 次中期経営計画（2011 年 4 月から 2014 年 3 月ま

で）の最終年度において、「ニーズの多様化への対応力強化」や「グローバルベストオペレーションの確立」の施

策を達成し、「２０２０年ビジョン」に定めたメガサプライヤーと戦える自立した企業を目指して次のとおり組織変更を

行う。 

 

事業統括本部・空調事業統括・新規事業統括 

・空調事業の営業、企画、開発及び購買を統合し、空調事業統括を新設する。空調事業統括のもと昨年ケーヒン

グループに加わった熱交換器事業とのシナジーを追求し、空調事業の競争力強化を図る。 

・事業発展のキーとなる四輪領域の拡販を加速することを目的に、ＮＧＶ事業を軸とした新規事業統括を新設す

る。 

 

開発本部 

・生産技術開発との連携や産学協同に適した角田開発センターに技術研究部を新設する。 

・システム PF 開発室を新設する。 

・顧客の海外開発に対応した北米開発拠点の強化に加え、海外現地調達の推進や顧客技術サポート強化を目

的に、中国、タイおよびインドにＴ／Ｃ（テクニカルセンター）とＳ／C（サポートセンター）を新設する。 

 

生産本部 

グローバルでの生産効率向上とマザー工場としての役割を強化するため、以下の組織とする。 

・海外生産拠点での新機種立上げと生産移管の支援を強化するため、グローバル推進部を新設する。 

・宮城地区の工場における生産効率アップと新技術仕込み環境の整備を目的として、角田第一工場（Ｍ１）と丸森

工場（ＭＭ）を宮城第一製作所（ＭＳ１）に、角田第二工場（Ｍ２）と角田第三工場（Ｍ３）を宮城第二製作所（ＭＳ

２）に組織統合する。 

 

米州本部 

・北米での生産量の増大や新機種対応ならびにメキシコ新拠点の立ち上げなど米州のオペレーションが急拡大

するなか、スピードを上げた事業運営を行うため北米、中米、南米の３地区に地域統括を設置する。 
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５.部長等の異動（異動日：2013 年４月１日） 

氏 名 異動前 異動後 

上田 稔 

事業統括本部 

事業統括部長(C-Rep)  

二輪システム／要素部品 

事業統括本部 

二輪・汎用事業統括部長（C-Rep) 

大型 FI、キャブ 

大石 達夫 事業統括本部事業企画部長 

事業統括本部 

二輪・汎用事業統括部長（C-Rep)  

小型ＦＩ 

藤田 作 
事業統括本部  

事業統括部長（C-Rep)ＦＩ－ＥＣＵ 

事業統括本部 

二輪・汎用事業統括部長（C-Rep) 電子 

伊東 光浩 開発本部第二開発部長 
事業統括本部 

四輪事業統括部長（C-Rep) 吸気燃供 

中村 雅人 開発本部第三開発部長 
事業統括本部 

四輪事業統括部長（C-Rep) 要素部品 

長谷川 健二 
事業統括本部  

事業統括部長（C-Rep)ＨＥＶ／ＥＶ 

事業統括本部 

四輪事業統括部長（C-Rep) ＨＥＶ／ＥＶ

新相 雅之 事業統括本部拡販営業推進室長 事業統括本部事業企画部長 

渡邉 芳勝 事業統括本部事業企画部第一課長 事業統括本部第二営業部長 

信夫 秀幸 ㈱ｹｰﾋﾝ･ｻｰﾏﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 
空調事業統括事業統括部長（C-Rep）空調

㈱ｹｰﾋﾝ･ｻｰﾏﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 

中里  智徳 ㈱ｹｰﾋﾝ･ｻｰﾏﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 
空調事業統括空調事業企画部長 

㈱ｹｰﾋﾝ･ｻｰﾏﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 

達谷窟 尚 開発本部第四開発部長 空調事業統括空調開発部長 

島田 育宜 事業統括本部第二営業部長 新規事業統括新規事業企画室長 

一瀬 勝樹 
㈱本田技術研究所 

四輪 R&D センター 上席研究員 
開発本部特命担当 

加川 雅道 
事業統括本部 事業統括部長（C-Rep) 

四輪システム／要素部品 
開発本部第二開発部長 

東海林 学 開発本部第三開発部第一課長 開発本部第三開発部長 

佐々木 聡武 開発本部第七開発部第二課長 開発本部第六開発部長 

一瀬 久 開発本部第六開発部第一課長 開発本部システムＰＦ開発室長 

白石 隆 開発本部第一研究室長 開発本部材料研究部長 
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氏 名 異動前 異動後 

岩下 隆 開発本部技術企画部長 開発本部技術研究部長 

佐藤 浩元 ｹｰﾋﾝﾊﾟﾅﾙﾌｧ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 生産本部グローバル推進部長 

三林 靖明 生産本部生産技術四部 生産本部宮城第一製作所長 

小林 裕 生産本部角田第二工場長 生産本部宮城第二製作所長 

加藤 郁博 生産本部環境保全部第一環境保全課長 生産本部環境保全部長 

大友 勝彦 生産本部生産管理部管理課長 生産本部生産管理部長 

菊池 仁 生産本部生産技術一部技術研究二課長 生産本部生産技術一部長 

南城 順一  生産本部生産技術二部空調生技課長 生産本部生産技術二部長 

川本 昌弘 生産本部生産技術四部長 生産本部生産技術三部長 

長岡 隆弘 生産本部生産技術一部長 生産本部生産技術四部長 

武田 博之 生産本部生産技術三部長 生産本部工機部長 

横山 康晴 購買本部第二購買部長 購買本部購買戦略部長 

遠藤 隆 購買本部グローバル購買室長 購買本部グローバル購買部長 

本田 達男 ｹｰﾋﾝﾍﾞﾄﾅﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 購買本部第一購買部長 

石川 伸一 開発本部第六開発部長 購買本部第二購買部長 

飯田 英雄 品質保証本部技評部 品質保証本部技評部長 

太田 和広 生産本部ＢＣＭ推進室長兼環境保全部長 ＢＣＭ推進室長 

津谷 修 開発本部第六開発部第二課 ㈱ｹｰﾋﾝｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社長 

佐藤 光子 ㈱那須精機製作所取締役 ㈱那須精機製作所社長 

工藤 哲 ㈱ｹｰﾋﾝﾊﾞﾙﾌﾞ ㈱ｹｰﾋﾝﾊﾞﾙﾌﾞ社長 
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氏 名 異動前 異動後 

Greg York 

(ｸﾞﾚｯｸﾞ ﾖｰｸ) 

ｹｰﾋﾝｱｲﾋﾟｰﾃｨｰﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ･ｴﾙｴﾙｼｰ拠点

長 ｹｰﾋﾝｴｱｺﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ拠点長

ｹｰﾋﾝｱｲﾋﾟｰﾃｨｰﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ･ｴﾙｴﾙｼｰ拠点

長 

Kevan Mulherin 

（ｹﾊﾞﾝ ﾓﾊﾝ） 
ｹｰﾋﾝｴｱｺﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ ｹｰﾋﾝｴｱｺﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ拠点長 

大場 秀樹 
ｹｰﾋﾝｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞｲﾝﾃﾞｨｱ･ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾘﾐﾃ

ｯﾄﾞ 
ｹｰﾋﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｱ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾘﾐﾀｰﾀﾞ社長 

荒木 和己 ｹｰﾋﾝｱｼﾞｱﾊﾞﾝｺｸｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ アジア本部二輪･汎用事業統括 

松岡 春重 ｹｰﾋﾝｵｰﾄﾊﾟｰﾂ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 アジア本部四輪事業統括 

寺嶋 福嗣 ｹｰﾋﾝ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 
アジア本部品質統括 

ｹｰﾋﾝ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 

石川 尚 ｹｰﾋﾝｴﾌ･ｱｲ･ｲｰ･ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｹｰﾋﾝﾍﾞﾄﾅﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 

斉藤 義晴 ｹｰﾋﾝ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｹｰﾋﾝ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 

伊藤 正樹 ｹｰﾋﾝｵｰﾄﾊﾟｰﾂ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｹｰﾋﾝｵｰﾄﾊﾟｰﾂ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 

上平田 彰 ﾋﾟｰﾃｨｰｹｰﾋﾝｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾋﾟｰﾃｨｰｹｰﾋﾝｲﾝﾄﾞﾈｼｱ社長 

大沼 義明 東莞京濱汽車電噴装置有限公司副総経理 東莞京濱汽車電噴装置有限公司総経理 

Raymond Watson 

（ﾚｲﾓﾝﾄﾞ ﾜﾄｿﾝ） 
ｹｰﾋﾝﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｹｰﾋﾝﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 

 

（異動日：2013 年５月 1日） 

氏 名 異動前 異動後 

柴田 祥行 管理本部事業管理部長 管理本部経理部長 

田中 護 ｹｰﾋﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ 管理本部事業管理部長 

 

以 上 

■ 問い合わせ先 

株式会社 ケーヒン  

総務部本社総務課 

東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル 

Phone 03-3345-3413/ Fax 03-3345-3414 


