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　 １．機構改革（２０２２年４月１日付）

（１）「環境統括部」を新設する。
（２）グローバル購買統括本部に「グローバルＳＣＭ部」を新設する。
（３）「精密小型モータ事業本部」を「小型モータ事業本部」に改称する。

小型モータ事業本部に「精密小型モータ事業部」「車載小型モータ事業部」「管理統括部」「業務統括部」「技術開発統括部」
「生産統括部」「営業統括部」を新設する。
精密小型モータ事業部の傘下に「第１開発統括部」「第２開発統括部」「品質保証統括部」、
車載小型モータ事業部の傘下に「開発統括部」「生産技術部」「品質保証部」を設置する。

（４）車載事業本部 第１車載事業部の「企画統括部」「管理統括部」を廃止する。
「企画統括部」廃止に伴い、「企画統括部 商品戦略企画部」を「プロジェクト推進統括部」に新設する「商品戦略企画部」
に移管する。また、「企画統括部 事業企画部」を「事業企画部」に改称する。
「管理統括部」廃止に伴い、「管理統括部 事業経理部」を「事業経理部」に改称する。
「開発統括部 設計部」を「設計第１部」「設計第２部」に分割し、「設計第３部」を新設する。
第２車載事業部の「企画統括部」を廃止し、「企画統括部 商品戦略企画部」を「商品戦略企画部」、
「企画統括部 事業企画部」を「事業企画部」に改称する。
第２車載事業部の「営業統括部」「生産管理統括部」「購買統括部」「管理統括部 業務部」を車載事業本部に移管する。

（５）家電産業事業本部を「家電産業事業本部」と「モーション＆エナジー事業本部」に分割する。

   ２．人事異動
（２０２２年４月１日付）

日本電産サンキョー㈱会長 日本電産サンキョー㈱会長
日本電産テクノモータ㈱会長 日本電産テクノモータ㈱会長
日本電産シンポ㈱会長 日本電産シンポ㈱会長
日本電産モビリティ㈱会長 日本電産モビリティ㈱会長

日本電産コパル㈱会長

最高経営責任者 最高経営責任者
日本電産トーソク㈱会長 家電産業事業本部長
インド日本電産㈱会長 日本電産トーソク㈱会長

日本電産エレシス㈱会長
インド日本電産㈱会長

小型モータ事業本部長 日本電産コパル㈱社長
日本電産サーボ㈱会長

モーション＆エナジー事業本部長

家電産業事業本部長
　　常務執行役員     バルター　タランザーノ

　　常務執行役員 マイケル　ブリッグス

ながもり　しげのぶ

　　代表取締役会長 永守　重信 　　代表取締役会長

せき　じゅん

　　代表取締役社長執行役員 関　潤 　　代表取締役社長執行役員

2022年3月30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、お知らせ致します。

  記  

（ 新 ） （ 旧 ）

ひしだ　まさひろ

　　専務執行役員 菱田　正博 　　常務執行役員待遇
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車載事業本部副本部長 兼 第２車載事業部長 兼 車載事業本部 
滋賀技術開発センター所長 　第２車載事業部長
日本電産凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長 日本電産凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長
日本電産(大連)有限公司会長 日本電産自動車モータ・アメリカ合同会社会長

日本電産(大連)有限公司会長

グローバル本社管理統括 会長付特命事項担当

最高購買責任者 最高購買責任者
グローバル購買統括本部長 兼 グローバル購買統括本部長 兼 
車載事業本部 購買統括部長 車載事業本部 第２車載事業部 購買統括部長

家電産業事業本部副本部長 家電産業事業本部副本部長
モーション＆エナジー事業本部副本部長 日本電産モータ㈱会長
日本電産モータ㈱会長兼社長

秘書室・人事部担当 秘書室・人事部担当
秘書室長

小型モータ事業本部副本部長 精密小型モータ事業本部副本部長
タイ日本電産㈱会長 タイ日本電産㈱会長
フィリピン日本電産㈱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 日本電産(韶関)有限公司会長
日本電産(韶関)有限公司会長 日本電産(東莞)有限公司会長
日本電産(浙江)有限公司会長 日本電産(浙江)有限公司副会長
日本電産(東莞)有限公司会長

車載事業本部 営業統括部担当 車載事業本部 
　第２車載事業部 
　　営業統括部長 兼 同営業管理部長 兼
　欧州営業統括

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業部長 兼 精密小型モータ事業本部 
　　第２開発統括部長 兼 　　第２開発統括部長
　　中央開発技術研究所長 　　中央開発技術研究所長

車載事業本部 車載事業本部 
　第２車載事業部 　第２車載事業部
　　事業企画部・開発統括部・プロジェクト推進統括部・ 　　企画統括部長 兼
　　商品戦略企画部担当 　　開発統括部長

日本電産自動車モータ・メキシコ合同会社会長 精密小型モータ事業本部長
日本電産自動車モータ・アメリカ合同会社会長 日本電産サーボ㈱会長

フィリピン日本電産㈱会長
日本電産(浙江)有限公司会長

車載事業本部 車載事業本部 
　第１車載事業部 　第１車載事業部
　　開発統括部 設計第２部長 　　開発統括部 設計部

第５グループリーダー

みやべ　としひこ

宮部　俊彦 　　副社長執行役員

あおの　まさと

青野　真郷

    みやもと　 えいじ

　　執行役員 宮本　栄治 　　執行役員

かたおか　なかば

　　執行役員 片岡　央 　　執行役員

たんぽ　くにやす

　　執行役員 丹保　邦康 　　常務執行役員

   おおこうち　 ゆうじん

　　執行役員 大川内　裕仁 　　執行役員

さとう　たかひろ

　　執行役員 佐藤　高廣 　　執行役員

     ひらた　  ともこ

　　執行役員 平田　智子 　　執行役員

よしだ　しんや

　　常務執行役員 吉田　真也 　　顧問

むらこし　けいたろう

　　執行役員 村越　慶太郎 　　執行役員

     にしむら　 ひでき

　　常務執行役員 西村　秀樹 　　常務執行役員
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車載事業本部 車載事業本部
　第２車載事業部 　第２車載事業部
　　生産統括部 生産技術第１部長 　　開発統括部 開発企画部

第１グループリーダー

車載事業本部 車載事業本部 
　第２車載事業部 　第２車載事業部 

事業企画部長 　　企画統括部 事業企画部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　　技術開発統括部 開発第２部長 　　第４開発統括部 開発第２部長

小型モータ事業本部 営業統括部長
米国日本電産㈱社長 精密小型モータ事業本部 営業統括部長
シンガポール日本電産㈱会長 米国日本電産㈱社長
日本電産ヨーロッパ販売㈱会長 シンガポール日本電産㈱会長

日本電産ヨーロッパ販売㈱会長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　　生産統括部 購買部長 　　生産統括部 購買部長

車載事業本部 車載事業本部 
　第１車載事業部 　第１車載事業部
　　事業企画部長 　　企画統括部 事業企画部長 

車載事業本部 車載事業本部 
　　業務部長 　第２車載事業部 

　　管理統括部 業務部長

車載事業本部 車載事業本部 
　　営業統括部 営業第２部長 　第２車載事業部 

　　営業統括部 営業第２部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　　営業統括部 副統括部長 　　営業統括部 副統括部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　精密小型モータ事業部 　　第１開発統括部 開発第２部長
　　第１開発統括部 開発第２部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　精密小型モータ事業部 　　第１開発統括部 生産管理部長
　　第１開発統括部 生産管理部長

車載事業本部 車載事業本部 
　第１車載事業部 ＣＦＯ 　第１車載事業部 ＣＦＯ 兼  

　　同管理統括部長 兼
　　同企画統括部 副統括部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　精密小型モータ事業部 　　品質保証統括部
　　品質保証統括部 品質保証第２部長 品質保証第２部長

知的財産部長 知的財産部 特許第１グループリーダー

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　　管理統括部 事業経理第１部長 　　管理統括部 事業経理第１部長

車載事業本部   車載事業本部   
　　購買統括部 副統括部長 兼 　第２車載事業部
　　同購買第２部長 　　購買統括部 副統括部長 兼

　　同購買第２部長

かとう　ともひろ

加藤　智広

おく　よしと

奥　義人

おざき　じろう

尾﨑　仁郎

おはら　まさし

小原　雅司

おおたに　まさひろ

大谷　将寛

おかやま　よしき 

岡山　佳樹

おきな　ういち

翁　宇一

おおい　すすむ

大井　進

おおかわ　あつし

大川　敦

おおた　しんご

太田　新吾

伊藤　健二 　　執行役員

うえだ　てつや

上田　哲也

えすみ　ともえ

江角　智枝

新子　剛央

いいづか　ひろふみ

飯塚　洋文

いちかわ　あきお

市川　明男

いとう　けんじ

あたらし　たかお
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小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　　営業統括部 営業第１部長 　　営業統括部 営業第１部長

車載事業本部 車載事業本部
　第１車載事業部 　第１車載事業部 開発統括部
　　開発統括部 副統括部長 兼
　　同設計第３部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　　技術開発統括部長 　　第４開発統括部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　　技術開発統括部 部品技術部長 　　第４開発統括部 部品技術部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　車載小型モータ事業部 品質保証部長 　　品質保証統括部 品質保証第３部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　　営業統括部 副統括部長 兼 同営業第２部長 　　営業統括部 副統括部長

日本電産ＧＰＭ有限会社出向 兼 日本電産ＧＰＭ有限会社出向
車載事業本部   
　第２車載事業部 グローバル品質統括部長

車載事業本部 車載事業本部 
　　営業統括部 営業第１部長 　第２車載事業部

　　営業統括部 営業第１部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　車載小型モータ事業部長 兼 　　第３開発統括部長 兼
　　同開発統括部長 同生産技術部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　精密小型モータ事業部 　　品質保証統括部
　　品質保証統括部 品質保証第１部長 品質保証第１部長

車載事業本部 車載事業本部 
　　生産管理統括部 生産企画部長 　第２車載事業部

　　生産管理統括部 生産企画部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　精密小型モータ事業部 　　第１開発統括部長
　　第１開発統括部長

車載事業本部 車載事業本部
　第１車載事業部 　第１車載事業部

事業経理部長 　　管理統括部 事業経理部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　車載小型モータ事業部 　　第３開発統括部 

生産技術部長 生産技術部 第１グループリーダー

車載事業本部 日本電産自動車モータ・メキシコ合同会社出向
　第２車載事業部
　　生産統括部 生産技術第２部長

秘書室長 日本電産モビリティ㈱出向

すが　ふみや

須賀　史弥

たいなか　のぶと

田井中　信人

たかはし　よしつぐ

髙橋 敬継

しみず　たかひで

清水　孝英

しみず　 としあき

清水　俊晶

しみず　ふみひろ

清水　文博

こばやし　たかやす

小林　孝育

さくらだ　くにお

櫻田　国士

さとう　よういちろう

佐藤　陽一郎

きの　てつお

木野　哲夫

くりばやし　りょう

栗林　綾

かわぐち　たかふみ

川口　登史

かわさき　まさし

川崎　仁志

かわむら　しょうじ

河村　尚治

かとう　よしなり

加藤　義成

かねだ　まさひろ

金田　匡弘
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車載事業本部 車載事業本部 
　第１車載事業部 　第１車載事業部 
　　グローバル品質統括部長 　　グローバル品質統括部長 兼

　　滋賀技術開発センター所長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　精密小型モータ事業部 　　第２開発統括部 開発第１部長

第２開発統括部 開発第１部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　精密小型モータ事業部 　　第１開発統括部 開発第１部長

第１開発統括部 開発第１部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　精密小型モータ事業部 　　品質保証統括部長 兼 同品質管理部長
　　品質保証統括部長 兼 同品質管理部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　　技術開発統括部 生産技術部長 　　第４開発統括部 生産技術部長 

ＩＲ・ＣＳＲ推進部長 兼 環境統括部長 ＩＲ・ＣＳＲ推進部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　精密小型モータ事業部 　　第１開発統括部 生産技術部長 
 　 第１開発統括部 生産技術部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　精密小型モータ事業部 　　第２開発統括部 生産技術部長
　　第２開発統括部 生産技術部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　精密小型モータ事業部 　　生産統括部 生産管理部長
　　第２開発統括部 生産管理部長

車載事業本部 車載事業本部 
　第１車載事業部 　第１車載事業部 
　　開発統括部 設計第１部長 　　開発統括部 設計部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　　業務統括部 業務第２部長 　　業務統括部 業務第２部長

車載事業本部 車載事業本部 
　第２車載事業部 　第２車載事業部 
　　 商品戦略企画部長 　　企画統括部 商品戦略企画部長 

小型モータ事業本部　 精密小型モータ事業本部　
　　技術開発統括部 開発第１部長 　　第４開発統括部 開発第１部長

車載事業本部 車載事業本部
　　営業統括部 スリー新開拓部長 　第２車載事業部

　　営業統括部 スリー新開拓部 上席主幹

車載事業本部 ドイツ日本電産モーターズアンド
　　営業統括部長 兼 同営業管理部長 アクチュエーターズ㈲出向

小型モータ事業本部ＣＦＯ 兼 精密小型モータ事業本部ＣＦＯ 兼
　　同管理統括部長 　　同管理統括部長 

小型モータ事業本部 生産統括部長 精密小型モータ事業本部 生産統括部長

まつだ　よしひろ

松田　義広

まつはし　ひでとし

松橋　英寿

ひろの　ていいち

廣野　禎一

ふじい　よしお

藤居　義雄

ふじの　けんたろう

藤野　健太郎

はまぎし　けんいちろう

濵岸　憲一朗

はやもと　としひろ

早本　利弘

ひろた　しずま

廣田　静馬

なすの　 たかひろ

那須野　孝浩

なりた　たかゆき

成田　隆行

にしざわ　てつ

西澤　徹

での　たかお

出野　孝央

てらさわ　ひろゆき

寺沢　広幸

ながやす　まさひろ

永安　正洋

たかの　いくお

髙野　郁男

たけした　ひでのぶ

竹下　英伸

たけもと  しんじ

竹本　心路
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小型モータ事業本部　 精密小型モータ事業本部　
　　営業統括部 営業管理部長 　　営業統括部 営業管理部長

車載事業本部 車載事業本部 
　第１車載事業部 　第１車載事業部 
　　プロジェクト推進統括部 商品戦略企画部長 　　企画統括部 原価企画部長 兼 

　　同商品戦略企画部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　精密小型モータ事業部 　　第１開発統括部　副統括部長 兼
　　第１開発統括部　副統括部長 兼 　　長野技術開発センター所長
　　長野技術開発センター所長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　精密小型モータ事業部 　　第２開発統括部 開発第２部長
　　第２開発統括部 開発第２部長

車載事業本部 車載事業本部 
　第２車載事業部 　第２車載事業部
　　開発統括部長 兼 同先行開発部長 兼 　　開発統括部 副統括部長 兼 同開発企画部長 兼
　　プロジェクト推進統括部長 　　プロジェクト推進統括部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
　精密小型モータ事業部 　　第１開発統括部 副統括部長
　　第１開発統括部 副統括部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　　管理統括部 事業企画部長 　　管理統括部 事業企画部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　　業務統括部長 兼 同業務第１部長 　　業務統括部長 兼 同業務第１部長

車載事業本部 日本電産ドライブエクスパート㈲出向
　第２車載事業部
　　開発統括部 開発企画部長

車載事業本部 車載事業本部 
　　購買統括部 購買第１部長 　第２車載事業部 

　　購買統括部 購買第１部長

小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
　　管理統括部 事業経理第２部長 　　管理統括部 事業経理第２部長

車載事業本部 車載事業本部 
　　生産管理統括部長 兼 　第２車載事業部 

同生産管理部長 兼 　　生産管理統括部長 兼 
グローバル購買統括本部 グローバルＳＣＭ部長 同生産管理部長

やまもと　さとし

山本　智之

よしかわ　ふみとし

吉川　文敏

やまざき　ひろゆき

山崎　弘之

やました　よしあき

山下　佳明

やまむろ　しんいち

山室　慎一

むらかみ　しゅんすけ

村上　俊輔

もりた 　くみお

森田　久美男

やまおか　なおと

山岡　直人

まつもと　たけふみ

松本　壮史

まるやま　てつや

丸山　哲也

みたに　こういち

三谷　康一

まつむら　かつひこ

松村　克彦
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