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　 １．機構改革（平成２８年７月１日付）
  

（１）「ＦＤＢＭ事業本部」と「汎用モータ事業本部」を統合し、「精密小型モータ事業本部」を新設する。
　　　「精密小型モータ事業本部」は、「ＳＰＭ事業部」「ＧＭＳ事業部」「新商品開発センター」の
　　　３つの組織で構成する。
　　　また、事業本部直下には「新ビジネス推進部」を設置する。
（２）車載事業本部内の「経理財務統轄部」を廃止し、「管理統轄部」を新設する。
　　　管理統轄部の傘下に、「事業経理部」「事業企画部」を設置する。
（３）車載事業本部内の「事業企画室」を「事業企画部」へ、
　　　「プロジェクト推進室」を「プロジェクト推進部」へ改称する。

２ 人事異動

平成28年6月29日

　各　位

機構改革および役員等の異動に関するお知らせ

下記の通り、機構改革および人事異動についてお知らせ致します。

記  

   ２．人事異動
（平成２８年６月３０日付）

   　　           （ 新 ）

シンガポール日本電産㈱社長 シンガポール日本電産㈱社長
日本電産コンポーネントテクノロジー㈱社長

（平成２８年７月１日付）

   　　           （ 新 ）

社長補佐(精密小型モータ事業本部) 社長補佐(ＦＤＢＭ事業本部・
精密小型モータ事業本部長 兼 汎用モータ事業本部)
事業企画統轄 兼 ＧＭＳ事業部長 汎用モータ事業本部長
日本電産(浙江)有限公司会長 日本電産(浙江)有限公司会長
フィリピン日本電産㈱会長 フィリピン日本電産㈱会長

精密小型モータ事業本部副本部長 兼 ＦＤＢＭ事業本部長 兼 生産統轄部長
生産技術統轄 兼 ＳＰＭ事業部長 タイ日本電産㈱会長
タイ日本電産㈱会長 エス・シー・ワドー㈱会長
エス・シー・ワドー㈱会長 日本電産コンポーネントテクノロジー㈱会長
日本電産コンポーネントテクノロジー㈱会長 フィリピン日本電産精密㈱会長
フィリピン日本電産精密㈱会長 フィリピン日本電産スービック㈱会長
フィリピン日本電産スービック㈱会長 日本電産(浙江)有限公司副会長
日本電産(浙江)有限公司副会長

   たんぽ　   くにやす

　　常務執行役員 丹保 　邦康 　　常務執行役員

（ 旧 ）

しみず  　いちろう

清水　 一郎

（ 旧 ）

   みやべ  　 としひこ

　　取締役副社長執行役員 宮部　 俊彦 　　取締役副社長執行役員
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　　執行役員 　　執行役員
精密小型モータ事業本部 中央開発技術研究所長 兼 
新商品開発センター長 兼 開発統轄部長 兼 ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部長
中央開発技術研究所長

　　執行役員 　　執行役員
精密小型モータ事業本部 長野技術開発センター所長 兼
ＳＰＭ事業部副事業部長 兼 開発統轄部長 兼 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部長（副）
長野技術開発センター所長

精密小型モータ事業本部ＣＦＯ 兼 
経営管理統轄 兼
新商品開発センター 管理統轄部長 兼
事業経理部長 兼
ＳＰＭ事業部 管理統轄部長 兼 事業経理部長

精密小型モータ事業本部 タイ日本電産㈱社長
ＳＰＭ事業部 生産統轄部長 タイ日本電産精密㈱会長
タイ日本電産㈱社長 日本電産プレシジョン(マレーシア)㈱会長
タイ日本電産精密㈱会長 エス・シー・ワドー㈱社長
日本電産プレシジョン(マレーシア)㈱会長 エス・シー・ワドー・コンポーネント
エス・シー・ワドー㈱社長 (カンボジア)㈱社長
エス・シー・ワドー・コンポーネント
(カンボジア)㈱社長

　　執行役員 　　執行役員
営業支援部担当 営業支援部担当
営業支援部長 兼 営業支援部長 兼
精密小型モータ事業本部 ＦＤＢＭ事業本部 営業統轄部長

  はっとり 　せいいち

服部　 誠一

　　執行役員 安井　 琢人 　　執行役員
ＦＤＢＭ事業本部ＣＦＯ

   ふじた　  ひろゆき

　　執行役員 藤田　 啓之 　　執行役員

   や  ぎ　   のりお

八木　 教雄

  にしむら 　 ひでき

西村   秀樹

   やすい　   たくお

精密小型モータ事業本部 ＦＤＢＭ事業本部 営業統轄部長
新商品開発センター 営業統轄部長 兼 シンガポール日本電産㈱会長
ＳＰＭ事業部 営業統轄部長
シンガポール日本電産㈱会長

　　執行役員 　　執行役員
車載事業本部ＣＦＯ 兼 管理統轄部長 車載事業本部 経理財務統轄部

車載事業本部ＣＦＯ

　　執行役員 　　執行役員
精密小型モータ事業本部 汎用モータ事業本部 営業統轄部長
ＧＭＳ事業部副事業部長 兼 営業統轄部長

　　顧問 　　顧問
精密小型モータ事業本部 新ビジネス推進部長 汎用モータ事業本部 事業企画室長

精密小型モータ事業本部　　 汎用モータ事業本部　生産統轄部長
ＧＭＳ事業部　生産統轄部長 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(韶関)有限公司会長
日本電産(韶関)有限公司会長 ベトナム日本電産会社会長
ベトナム日本電産会社会長

滋賀技術開発センター所長　兼　 滋賀技術開発センター所長　兼　
滋賀技術開発センター支援統轄部長　兼　 滋賀技術開発センター支援統轄部長　兼　
精密小型モータ事業本部　 汎用モータ事業本部　開発統轄部長
ＧＭＳ事業部　開発統轄部長

宮本　 栄治

   たかお   　まさし

高尾　 征志

   たつの   　ひとし

辰野　 仁司

  みやもと  　えいじ

  まつはし 　 ひでとし

松橋　 英寿

   もうり　   まさゆき

毛利　 雅之
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精密小型モータ事業本部　　 汎用モータ事業本部　営業統轄部　
ＧＭＳ事業部　営業統轄部　 副統轄部長　兼　同京都営業部長　兼　
副統轄部長　兼　同京都営業部長　兼　 同海外営業部長
同海外営業部長

精密小型モータ事業本部　 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部　
新商品開発センター　開発統轄部　 開発購買部長　兼
開発購買部長　兼 グローバル購買統轄本部　部長
グローバル購買統轄本部　部長

精密小型モータ事業本部 汎用モータ事業本部　経理財務統轄部　
ＧＭＳ事業部ＣＦＯ　兼　管理統轄部長 汎用モータ事業本部ＣＦＯ

精密小型モータ事業本部　 汎用モータ事業本部　経理財務統轄部　
ＧＭＳ事業部　管理統轄部　 事業経理部長
事業経理部長

精密小型モータ事業本部　品質統轄　兼　 中央開発技術研究所副所長　兼　
新商品開発センター　開発統轄部　 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部　
品質保証部長　兼　 中央開発技術研究所　品質保証部長
中央開発技術研究所副所長

精密小型モータ事業本部　 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部　
ＳＰＭ事業部　開発統轄部　 長野技術開発センター　品質保証部長
品質保証部長

精密小型モータ事業本部　 汎用モータ事業本部　営業統轄部　
ＧＭＳ事業部　営業統轄部　 東京営業部長

竹内　 晃一

 おお や ぎ　  としひで

大八木　俊秀

松尾　  茂

  やまもと  　さとし

山本 　智之

   おく      よしと

奥 　 義人

  たけうち　  こういち

  ありかわ　  よしゆき

有川　 義幸

   あだち　   よしろう

足立　 善朗

    まつお   　しげる

東京営業部長

精密小型モータ事業本部　　 汎用モータ事業本部　生産統轄部　
ＧＭＳ事業部　生産統轄部　 生産技術部長
生産技術部長

車載事業本部　管理統轄部　 車載事業本部　
事業企画部長 事業企画室長

精密小型モータ事業本部　 汎用モータ事業本部　開発統轄部　
ＧＭＳ事業部　開発統轄部　 開発第１部長
開発第１部長

精密小型モータ事業本部　 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部　
ＳＰＭ事業部　開発統轄部　 中央開発技術研究所　開発第１部長
開発第１部長

精密小型モータ事業本部　 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部　
ＳＰＭ事業部　開発統轄部　 長野技術開発センター　業務部長
業務部長　兼　
長野技術開発センター副所長

精密小型モータ事業本部　　 汎用モータ事業本部　開発統轄部　
ＧＭＳ事業部　開発統轄部　 副統轄部長　兼　同開発第２部長
副統轄部長　兼　同開発第２部長

早本　 利弘

  ち よ まつ　 のぶみつ

千代松　伸光

中野  　淳

  すぎやま 　 ともつぐ

杉山 　知嗣

  さくらだ　  くにお

櫻田 　国士

  はやもと　  としひろ

   たなか 　  まさあき

田中 　昌昭

    なかの　   じゅん
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精密小型モータ事業本部　 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部　
新商品開発センター　開発統轄部　 中央開発技術研究所　新ビジネス推進部長　兼　
生産技術第２部長 開発第２部長

精密小型モータ事業本部　 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部　
新商品開発センター　開発統轄部　 新技術開発部長
開発部長

精密小型モータ事業本部　 長野技術開発センター副所長　兼　
ＳＰＭ事業部　開発統轄部　 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部　
生産技術部長 長野技術開発センター　生産技術部長

精密小型モータ事業本部　 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部　
ＳＰＭ事業部　開発統轄部　 長野技術開発センター　開発部長
開発第２部長

精密小型モータ事業本部　 ＦＤＢＭ事業本部　営業統轄部　
ＳＰＭ事業部　営業統轄部　 営業部長
営業部長　兼　
新商品開発センター　営業統轄部　
営業部長

精密小型モータ事業本部　 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部　
ＳＰＭ事業部　開発統轄部　 長野技術開発センター　生産管理部長
生産管理部長

精密小型モータ事業本部　 ＦＤＢＭ事業本部　
ＳＰＭ事業部　管理統轄部　 事業企画室長

松村　 克彦

  やまむら 　 よしあき

山村　 好昭

  やまざき　  ひろゆき

山崎　 弘之

長谷川　 朋広

   しみず　   としあき

清水　 俊晶

  いまほり  　まさひろ

今堀　 正博

  まつむら　  かつひこ

  たつみ   　あきお

巽  　昭生

 は せ がわ　  ともひろ

事業企画部長　兼　
新商品開発センター　管理統轄部　
事業企画部長　

精密小型モータ事業本部　 汎用モータ事業本部　
ＧＭＳ事業部　管理統轄部　 事業企画室　商品企画グループ　部長
事業企画部長

精密小型モータ事業本部　 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部　
新商品開発センター　開発統轄部　 中央開発技術研究所　
生産技術第１部長 生産技術部長

精密小型モータ事業本部　 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部　
新商品開発センター　開発統轄部　 開発研究部長
開発研究部長

車載事業本部　管理統轄部　 車載事業本部　経理財務統轄部　
事業経理部長 事業経理部長

精密小型モータ事業本部　 ＦＤＢＭ事業本部　開発統轄部　
新商品開発センター　開発統轄部　 部品技術部長
部品技術部長

車載事業本部　 車載事業本部　
プロジェクト推進部長 プロジェクト推進室長

松浦 　聖吾

    えもと    　かず

江本  　和

  ゆかわ　  しんじろう

湯川　伸次郎

　　以　　上

中瀬 　光信

  もりた　  く み お

森田　久美男

   ひろの  　 ていいち

廣野　 禎一

  まつうら  　せいご

   なかせ  　 みつのぶ
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