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2020年10月1日 

各  位 

会 社 名 三櫻工業株式会社 

代 表 者 取締役社長  竹田 玄哉 

    （コード番号：6584 東証第一部） 
問合せ先 管理本部 IR・ガバナンス推進部長 武田 和之

  （TEL.03-5793-8411） 

 
 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、2020年10月1日付で組織変更およ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．組織変更の主な内容 

（１）総務本部と法務・CSR部を統合して「管理本部」に改編する。 

（２）グローバルマーケティング本部を「マーケティング本部」に改称する。 

（３）グローバル調達本部を「SCM本部」に改編する。 

（４）生産革新本部とグローバル品質管理本部を統合して「生産革新本部」に改編する。 

（５）グローバル開発本部を「研究開発本部」に改称する。 

（６）ブレージング事業部とFIシステム事業部を統合して「Power Train事業部」に改編する。 

（７）車輌配管事業グループを「車輌配管事業部」に改編する。 

 

 

２．人事異動 

（１）取締役 

新 職 旧 職 氏 名 

代表取締役社長 COO 代表取締役社長 COO 

（兼）グローバル開発本部長 

竹田 玄哉 

取締役 常務執行役員 

管理本部長 

（兼）管理本部 法務・マネジメント部長

取締役 常務執行役員 

法務・CSR部長 

田村  豊 

 

（２）執行役員 

新 職 旧 職 氏 名 

執行役員副社長 

生産革新本部長 

（兼）車輌配管事業部管掌 

執行役員副社長 

車輌配管事業グループ長 

（兼）生産革新本部長 

中本 浩寿 

執行役員 

マーケティング本部長 

（兼）事業部営業管掌 

執行役員 

グローバルマーケティング本部長 

寺内  崇 

執行役員 

SCM本部長 

執行役員 

グローバル調達本部長 

阿部  剛 

執行役員 CTO（兼）CIO 

（兼）研究開発本部長 

執行役員 CTO（兼）CIO 

（兼）グローバル開発本部 

R&Dセンター長 

（兼）生産革新本部 

スマートファクトリー推進部長 

後藤 直哉 
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（３）部長職以上 

新 職 旧 職 氏 名 

管理本部 総務部長 

 

総務本部長 小林 太志 

管理本部 IR・ガバナンス推進部長 

 

法務・CSR部 法務グループ長 武田 和之 

管理本部 ICT統括室長 

 

グローバル開発本部 R&Dセンター 関口 純子 

マーケティング本部 

第1マーケティング部長 

グローバルマーケティング本部 

第3マーケティング部長 

池田 茂久 

マーケティング本部 

第2マーケティング部長 

グローバルマーケティング本部 

第1マーケティング部長 

矢部 寛和 

マーケティング本部 

第3マーケティング部長 

グローバルマーケティング本部 

第1マーケティング部 

John Kentaro Higashi

マーケティング本部 

第4マーケティング部長 

グローバルマーケティング本部 

第2マーケティング部長 

長谷川 純平 

SCM本部 調達企画部長 グローバル調達本部 

調達企画部長（兼）調達管理部長 

伊東 孝洋 

SCM本部 第1 SCM部長 

 

グローバル調達本部 部品調達部長 箕浦 康之 

SCM本部 第2 SCM部長 

 

グローバル調達本部 部品調達部 陣内  寛 

SCM本部 第3 SCM部長 

 

生産革新本部 事業管理部長 山本 大策 

生産革新本部  

品質エンジニアリング部長 

グローバル開発本部 技術管理部長 今  貴永 

生産革新本部 

生産技術革新センター長 

生産革新本部 生産技術革新センター 

企画グループ長 

矢吹 省太 

生産革新本部 ロジスティクス部長 

 

生産革新本部 物流部長 佐藤 泰三 

生産革新本部 

スマートファクトリー推進部長 

生産革新本部 

スマートファクトリー推進部 

松本 敬司 

研究開発本部 基礎技術研究部長 グローバル開発本部 R&Dセンター 

基礎技術研究グループ長 

竹内 正樹 

Power Train事業部長 

 

FIシステム事業部長 星  政行 

Power Train事業部 事業企画部長 

 

ブレージング事業部長 谷口 康宏 

Power Train事業部 営業部長 グローバルマーケティング本部 

マーケティング戦略室長 

山田  等 

Power Train事業部 

イノベーション推進室長 

FIシステム事業部 生産技術部長 山﨑 伸司 

Power Train事業部 製造部長 

 

FIシステム事業部 製造部長 中郡 喜明 

Power Train事業部 

Value Chain Optimization推進室長 

ブレージング事業部 

プログラムマネジメント部長 

黒須 眞一郎 

Power Train事業部 生産技術部長 

 

ブレージング事業部 生産技術部長 小島 隆典 

Power Train事業部 設計開発部長 

 

ブレージング事業部 設計開発部長 野亦 雄志 
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新 職 旧 職 氏 名 

Power Train事業部 技術品管部長 

 

FIシステム事業部 品質保証部長 豊島 秀樹 

安全環境製品事業部長 

（兼）安全環境事業部 生産技術部長 

安全環境製品事業部長 小畠 哲也 

安全環境製品事業部 事業企画部長 

 

安全環境製品事業部 営業部長 老沼  章 

安全環境製品事業部 製造部長 安全環境製品事業部 

製造部 第二生産課長 

長島 直也 

安全環境製品事業部 生産企画部長 安全環境製品事業部 

製造部 生産企画課長 

小林 敏幸 

安全環境製品事業部 技術品管部長 

 

安全環境製品事業部 品質保証部長 倉橋 正典 

樹脂事業部 製造部長 

 

樹脂事業部 生産企画部長 太田  明 

車輌配管事業部長 車輌配管事業グループ 

車輌配管第2事業部長 

藤原 政治 

車輌配管事業部 ものづくり改革室長 車輌配管事業グループ 

戦略企画・プログラム推進室  

グローバル造管企画グループ長 

上野 良典 

車輌配管事業部 品質保証部長 車輌配管事業グループ 

造管事業部 品質保証部長 

田澤 泰規 

車輌配管事業部 設計開発部長 

 

車輌配管事業グループ 設計開発部長 片岡 真一 

車輌配管事業部 第1営業部長 グローバルマーケティング本部 

第1マーケティング部 

黒川 康広 

車輌配管事業部 第2営業部長 グローバルマーケティング本部 

第3マーケティング部 

村上 祐二 

車輌配管事業部 第1製造部長 車輌配管事業グループ 

車輌配管第1事業部長 

大山  薫  

車輌配管事業部 第2製造部長 車輌配管事業グループ 

車輌配管第3事業部長 

今川 義治 

車輌配管事業部 造管製造部長 

 

車輌配管事業グループ 造管事業部長 老沼 雅之 

以 上 


