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令和 3年 7月 14日 

各 位 

会 社 名 株式会社アビスト 

代表者名 代表取締役社長 進  勝博 

（コード：6087、東証第一部） 

問合せ先 執行役員 総合管理本部長 藤田 知哲 

（TEL 0422-26-5960） 

 

組織改正および人事異動に関するお知らせ 

 

 当社は下記の通り組織改正および人事異動を実施しますのでお知らせいたします。 

 

１．組織改正（令和 3年 10月 1日付） 

改正内容 備 考 

「経営管理本部」を設置する 「総合管理本部」を「経営管理

本部」に名称変更 

 「経営管理本部」の下に 4部を設置する 

「総務部」「経理部」「広報部」「事業管理部」 

「事業管理部」を「経営管理本

部」へ移管 

「東日本事業本部」の下に 3支店を設置する 

「東京支店」「東京システム支店」「宇都宮支店」 

「宇都宮営業所」を「宇都宮支

店」に名称変更 

 「宇都宮支店」の下に 1課を設置する 

「宇都宮業務推進課」 

「東京受託室」から「宇都宮支

店」へ「宇都宮受託チーム」を移

管し、「宇都宮業務推進課」に

名称変更 

「西日本事業本部」の下に 1部門、2支店、1営業所を設置する 

「トヨタ領域統括部門」「名古屋支店」「広島支店」「京都営業所」 

 

 「トヨタ領域統括部門」の下に 2 部、2 支店、 1 営業所、1 事務

所を設置する 

「技術教育管理部」「領域管理部」 

「第一トヨタ支店」「第二トヨタ支店」「静岡営業所」「福岡事務所」 

「技術教育管理部」「領域管理

部」を新設 

 「広島支店」の下に 1課を設置する 

「広島業務推進課」 

「名古屋受託室」から「広島支

店」へ「広島受託チーム」を移管

し、「広島業務推進課」に名称

変更 

「受託設計事業本部」の下に 1部門、1部を設置する 

「受託領域統括部門」「3Dプリント統括部」 

「受託領域統括部門」を新設 

 「受託領域統括部門」の下に 2室、2課を設置する 

「東京受託室」「名古屋受託室」 

「静岡受託課」「技術教育管理課」 

「名古屋受託室」から「受託領域

統括部門」へ「静岡受託チー

ム」を移管し、「静岡受託課」に

名称変更、「技術管理課」を「技

術教育管理課」に名称変更 

 「浜松受託チーム」を廃止する 「浜松受託チーム」の廃止に伴

い、浜松事務所を閉鎖 
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2．執行役員の選任（令和 3年 10月 1日付） 

氏  名 新 旧 

藤田 知哲 

（再任） 
執行役員 受託設計事業本部長 執行役員 総合管理本部長 

靏 純一 

（再任） 
執行役員 西日本事業本部長 執行役員 西日本事業本部長 

山田 逸平 

（再任） 
執行役員 東日本事業本部長 

執行役員 東日本事業本部長 

兼 東京支店長 

多々良 高行 

（新任） 
執行役員 経営管理本部長 事業管理部長 

長澤 智史 

（再任） 

執行役員 西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門長 

執行役員 西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門長 

金井 孝宣 

（再任） 

執行役員 受託設計事業本部  

受託領域統括部門長 

執行役員  

AI ソリューション事業本部  

担当部長 

山浦 雅生 

（再任） 

執行役員 西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門  技術教育管理部 

技術教育担当部長 

執行役員 西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門  

技術教育担当部長 

湯田 光紀 

（再任） 

執行役員 西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門  技術教育管理部 

技術教育担当部長 

執行役員 西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門  

技術教育担当部長 

岡 嘉之 

（再任） 

執行役員 西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門 領域管理部  

電装技術分野領域長 

執行役員 西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門  

電装技術分野領域長 

 

 

3．人事異動（令和 3年 10月 1日付） 

氏  名 新 旧 

古西  敏秀 東日本事業本部 東京支店長 
東日本事業本部  

東京支店 営業採用担当課長 

萩本  兼士 東日本事業本部 宇都宮支店長 
東日本事業本部  

宇都宮営業所長 

坂井  克行 西日本事業本部 広島支店長 西日本事業本部 京都営業所長 

足立  光康 西日本事業本部 京都営業所長 
西日本事業本部 

京都営業所 営業担当課長 

並木 淳 
受託設計事業本部 3Dプリント統括部長  

兼 海老名事業所長 
執行役員 受託設計事業本部長 

大竹  誠治 
受託設計事業本部  

受託領域統括部門 名古屋受託室長 

受託設計事業本部  

3Dプリント統括部長 

兼 海老名事業所長 

富岡  恵太 
受託設計事業本部  

受託領域統括部門 東京受託室長 

受託設計事業本部  

東京受託室長 
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鈴木  和幸 経営管理本部 総務部長 総合管理本部 総務部長 

松澤  祐之 
経営管理本部 

経理部長 兼 経理課長 

総合管理本部 

経理部長 兼 経理課長 

大島 昂祐 
経営管理本部 

広報部長 兼 広報課長 

総合管理本部  

広報部長代理 兼 広報課長 

井藤  聖史 経営管理本部 事業管理部長 西日本事業本部 広島支店長 

石井  祐吾 

経営管理本部 

総務部付担当部長 ㈱アビストＨ＆Ｆ出

向（代表取締役社長） 

総合管理本部 

総務部付担当部長 ㈱アビストＨ

＆Ｆ出向（代表取締役社長） 

村川  修 

東日本事業本部  

宇都宮支店 営業採用担当課長  

兼 宇都宮業務推進課長 

東日本事業本部 採用担当課長 

木内  純 
西日本事業本部 広島支店  

営業担当課長 兼 広島業務推進課長 

西日本事業本部  

広島支店 営業担当課長 

脇本  陽平 
受託設計事業本部  

受託領域統括部門 静岡受託課長 

受託設計事業本部 

名古屋受託室長 

中嶋  正伸 
受託設計事業本部 受託領域統括部門 

技術教育管理課 技術教育担当課長 

受託設計事業本部 

技術管理課長 

倉澤  慎二 
経営管理本部  

総務部 総務人事課長 

総合管理本部  

総務部 総務人事課長 

折本  太志 
経営管理本部  

総務部 システム管理課長 

総合管理本部  

総務部 システム管理課長 

柳澤 宏美 
経営管理本部  

事業管理部 採用管理課長 
事業管理部 採用管理課長 

柳堀 剛 

西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門 領域管理部 

内装技術分野領域長 

西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門 

内装技術分野領域長 

入部 祐介 

西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門 領域管理部 

ボデー技術分野領域長 

西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門 

ボデー技術分野領域長 

小出 謙太 

西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門 領域管理部 

ランプ技術分野領域長 

西日本事業本部  

トヨタ領域統括部門 

ランプ技術分野領域長 

石塚  昭宏 
東日本事業本部  

東京システム支店 主席技術者Ⅰ 

東日本事業本部 

東京システム支店 係長 

橋川  幹宏 
受託設計事業本部 受託領域統括部門

東京受託室 営業担当課長 

受託設計事業本部  

東京受託室 営業担当課長 

室井  忠幸 
受託設計事業本部 受託領域統括部門

東京受託室 担当課長 

受託設計事業本部  

東京受託室 担当課長 

正原  裕司 
受託設計事業本部 受託領域統括部門

東京受託室 担当課長 

受託設計事業本部  

東京受託室 担当課長 
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江尻  勇介 

西日本事業本部  

名古屋支店 名古屋業務推進課  

主席技術者Ⅰ 

西日本事業本部 名古屋支店 

名古屋業務推進課 係長 

森田  均 
経営管理本部 

総務部 担当課長 

総合管理本部 

総務部 担当課長 

星野  充洋 
経営管理本部 総務部 

システム管理課 担当課長 

総合管理本部 総務部 

システム管理課 担当課長 

草山  伸夫 
経営管理本部 総務部付担当課長  

㈱アビストＨ＆Ｆ出向（所長） 

総合管理本部 総務部付担当課

長 ㈱アビストＨ＆Ｆ出向（所長） 

 

 

以上 


