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平成 29 年 3 月 31 日 

各  位 
 

会 社 名 三櫻工業株式会社 

代 表 者 取締役社長  篠原 利幸 

  （コード番号：6584 東証第一部） 

問合せ先
取締役常務執行役員 
総 務 部 長 

田村  豊 

（TEL.03-5793-8411） 

 

組織改正および人事異動に関するお知らせ 
 

当社は、平成 29 年 4 月 1 日付で組織改正及び人事異動を実施いたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

１．組織改正の主な内容 

（１）事業部制への移行に伴い、グローバル製造本部の樹脂事業部、ブレージング事業部、安全環境事業

部、造管事業部、車輌配管事業部、滋賀事業所及び九州事業所を廃止する。 

（２）車輌配管事業部を車輌配管事業グループとし、傘下に、事業企画室、技術部、営業・プログラムマ

ネジメント部、車輌配管第 1 事業部、車輌配管第 2 事業部、車輌配管第 3 事業部及び造管事業部を

新設する。 

（３）グローバル開発本部内の機能を整理統合し、R&D センター、技術管理部、工機部及び G1 設備開

発室を設置する。 

（４）法務・CSR 部を新設する。 

 

２．人事異動 

 （１）取締役、執行役員 

新職 旧職 氏 名 
取締役 執行役員副社長 
車輌配管事業グループ長 
（兼)グローバル製造本部長 

取締役 執行役員副社長 
グローバル製造本部長 

中本 浩寿 

取締役 常務執行役員 
法務・CSR 部長 

取締役 常務執行役員 
総務部長 

田村  豊 

執行役員 
ブレージング事業部長 

執行役員 
ブレージング事業部長 
（兼）グローバル開発本部 
   設計開発部長 

松沼 高広 

執行役員 
車輌配管事業グループ 事業企画室長 

執行役員 
車輌配管事業部 事業企画部長 
（兼）グローバル製造本部 製造本部長付 
   車輌配管事業企画担当 

足立 洋志 

執行役員 
Geiger 事業管理プロジェクトリーダー 

執行役員 
グローバル製造本部 副本部長 
（兼）Geiger 事業管理プロジェクト 
   リーダー 

田中 文章 

執行役員 
グローバル開発本部 G1 設備開発室長 

執行役員 
グローバル生産技術改革担当 

原賀 和幸 

執行役員 
グローバル開発本部 工機部長 

執行役員 
グローバル開発本部 生産技術開発部長 
（兼）G1 設備開発室長 

大嶋 敏男 
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 （２）部長職以上 
新職 旧職 氏 名 

FI システム事業部 製造部長 
 

FI システム事業部 生産技術部長 豊島 秀樹 

FI システム事業部 技術部長 
 

FI システム事業部 設計技術部長 山﨑 伸司 

FI システム事業部 
プログラムマネジメント部長 

グローバル営業本部 APQPP Gr 長 
（兼）FI システム事業部 
   プログラムマネジメント部長 

箕浦 康之 

ブレージング事業部 製造部長 グローバル製造本部 
ブレージング事業部長 

千葉  守 

ブレージング事業部 技術部長 グローバル開発本部 
設計開発部 エンジン製品Gr 長 

谷口 康宏 

ブレージング事業部 品質保証部長 グローバル品質管理部 
機能品質保証グループ 
ブレージング製品チームリーダー 

内海 勝範 

ブレージング事業部 試作部長 グローバル開発本部 
設計開発部 試作グループ長 

長澤 秀俊 

安全環境事業部長 
（兼）技術部長 

安全環境事業部長 
（兼）技術部長 
（兼）グローバル製造本部 
   安全環境事業部長 

星  政行 

樹脂事業部長 
（兼）製造部長 

樹脂事業部長 
（兼）グローバル製造本部 
   樹脂事業部長 

笠島 美則 

樹脂事業部 事業企画部長 グローバル開発本部 
樹脂製品開発部長 

藤野  仁 

樹脂事業部 技術部長 グローバル開発本部 
樹脂製品開発部 製品開発Gr 長 

岡田 宏幸 

樹脂事業部 品質保証部長 グローバル品質管理部 
機能品質保証グループ 
樹脂製品チームリーダー 

斉藤 武司 

車輌配管事業グループ  
事業企画室 事業企画部長 

グローバル製造本部 
製造企画管理部 製造企画グループ長 

今川 義治 

車輌配管事業グループ 
技術部長 

車輌配管事業部 技術部長 七五三掛 敦司 

車輌配管事業グループ 
営業・プログラムマネジメント部長 

車輌配管事業部 
営業・プログラムマネジメント部長 

鳥沢 伸一 

車輌配管事業グループ 
車輌配管第 1 事業部長 

車輌配管事業部 製造部長 
（兼）グローバル製造本部 
   製造企画管理部 副部長 

大山  薫 

車輌配管事業グループ 
車輌配管第 1 事業部 製造部長 

グローバル製造本部 
車輌配管事業部 副部長 

田中新太郎 

車輌配管事業グループ 
車輌配管第 1 事業部 品質保証部長 

車輌配管事業部 品質保証部長 臼井 高士 

車輌配管事業グループ 
車輌配管第 2 事業部長 
（兼）滋賀事業所長 

グローバル製造本部 滋賀事業所長 中郡 喜明 

車輌配管事業グループ 
車輌配管第 2 事業部 製造部長 

グローバル製造本部 
製造企画管理部 合理化推進グループ 

藤原 政治 
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新職 旧職 氏 名 
車輌配管事業グループ 
車輌配管第 3 事業部長 
（兼）品質保証部長 
（兼）九州事業所長 

車輌配管事業部 製造部 
九州車輌配管部長 
（兼）グローバル製造本部 
   九州事業所長 

浜本 健一 

車輌配管事業グループ 
車輌配管第 3 事業部 品質保証部長 

グローバル品質管理部 
機能品質保証グループ 
滋賀チームリーダー 

大竹 美記 

車輌配管事業グループ 
車輌配管第 3 事業部 製造部長 

グローバル製造本部 九州事業所 
技術品管課長 

森永 泰昭 

車輌配管事業グループ 
造管事業部長 

車輌配管事業部 
製造部 古河造管部長 
（兼）グローバル製造本部 
   造管事業部長 

荒川  尋 

車輌配管事業グループ 
造管事業部 品質保証部長 

グローバル品質管理部 
機能品質保証グループ 
造管チームリーダー 

菊地  徹 

車輌配管事業グループ 
造管事業部 製造部長 

グローバル製造本部 
造管事業部 副部長 

下岡  功 

グローバル製造本部 
製造企画管理部長 

車輌配管事業部 事業管理部長 
（兼）グローバル製造本部 
   製造企画管理部 副部長 

山本 大策 

グローバル開発本部 
R&D センター長 

グローバル開発本部 
研究開発部長 

後藤 直哉 

グローバル開発本部 
技術管理部長 

車輌配管事業部 
技術部 造管・表面処理グループ長 
（兼）グローバル開発本部 
   設計開発部 車輌製品グループ 
   機能開発チームリーダー 

今  貴永 

総務部長 総務部 総務グループ長 
（兼）労政グループ長 

小林 太志 

以 上 


