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　 １．機構改革（２０２２年１１月１日付）

（１）車載事業本部 第１車載事業部の「グローバル品質統括部」を廃止し、「グローバル品質統括部 品質保証部」を
「品質保証部」に改称する。

（２）車載事業本部 第１車載事業部の「プロジェクト推進統括部」を廃止し、「プロジェクト推進統括部 プロジェクト推進部」を
「プロジェクト推進部」に改称し、「商品戦略企画部」を廃止する。

（３）車載事業本部 プラットフォーム開発センターの「企画管理統括部」を廃止し、「企画管理統括部 管理部」を「管理部」に
改称し、「商品企画部」を廃止する。

（４）車載事業本部 第２車載事業部の「グローバル品質統括部」を「品質統括部」に改称する。
営業統括部の「スリー新開拓部」を廃止する。
開発統括部の「先行開発部」を「開発第１部」に、「開発企画部」を「開発第２部」に、「設計部」を「開発第３部」に、
「機能実験部」を「開発第４部」に改称する。

（５）車載事業本部に「商品戦略企画統括部」を新設する。商品戦略企画統括部の傘下に「商品企画部」を新設する。

   ２．人事異動
（２０２２年１１月１日付）

   　　           （ 新 ）

家電産業事業本部長 家電産業事業本部長
日本電産ルロア・ソマーホールディング社会長 Nidec Global Appliance Europe S.r.l.会長
Nidec Global Appliance Europe S.r.l.会長 日本電産モータ㈱副会長
日本電産モータ㈱副会長

車載事業本部副本部長 兼 車載事業本部副本部長 兼
第１車載事業部副事業部長 兼 プラットフォーム開発センター所長
プラットフォーム開発センター所長 日本電産トーソク㈱社長
日本電産トーソク㈱社長

車載事業本部 プラットフォーム開発センター副所長 車載事業本部 第１車載事業部 開発統括部長 兼
プラットフォーム開発センター副所長 兼
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・商品戦略企画部担当

小型モータ事業本部 小型モータ事業本部 
　精密小型モータ事業部 　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

　第３グループリーダー

車載事業本部 
　プラットフォーム開発センター 
　第２開発統括部 開発第１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 開発第４部長 　開発統括部 機能実験部長

　　常務執行役員 金子 晃 　　常務執行役員

2022年10月28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 ）

　　常務執行役員 バルター　タランザーノ  常務執行役員

かねこ　のぼる

かたおか　なかば

　　執行役員 片岡　央 　　執行役員

あべ　てるたか

安部　輝孝

おおかど　かずあき

大門　一顕

おかだ　かつひこ

岡田　克彦
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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
　品質統括部長 　グローバル品質統括部長

車載事業本部 車載事業本部
　プラットフォーム開発センター 　プラットフォーム開発センター 
　第２開発統括部長 　第２開発統括部長 兼 同開発第１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
　品質統括部 品質保証部長 　グローバル品質統括部 品質保証部長

車載事業本部 車載事業本部
　商品戦略企画統括部 商品企画部長 　プラットフォーム開発センター 

　企画管理統括部 商品企画部長

車載事業本部 車載事業本部 
　商品戦略企画統括部長 　第１車載事業部
　滋賀技術開発センター所長 　プロジェクト推進統括部長 兼

　同商品戦略企画部長

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 開発第１部長 開発統括部 先行開発部長

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 
　品質保証部長 　グローバル品質統括部 品質保証部長

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

　品質統括部 技術検証部長 　グローバル品質統括部 技術検証部長

車載事業本部 車載事業本部 
　第２車載事業部副事業部長 兼 　第２車載事業部 
　生産統括部長 兼 同生産技術第２部長 　生産統括部長 兼 同生産技術第２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 
　プロジェクト推進部長 　プロジェクト推進統括部 プロジェクト推進部長 

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
営業統括部 営業管理部長 営業統括部 スリー新開拓部長

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
営業統括部長 営業統括部長 兼 同営業管理部長

車載事業本部 車載事業本部
　商品戦略企画統括部 副統括部長 　プラットフォーム開発センター 

　企画管理統括部長

車載事業本部 車載事業本部
　プラットフォーム開発センター 　プラットフォーム開発センター 
　管理部長 　企画管理統括部 管理部長

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 開発第３部長 　開発統括部 設計部長

梶　雅一
かじ　まさかず

千木良　徹

かねだ　まさひろ

金田　匡弘

こばやし　だいすけ

小林　大祐

こまつ 　 てつや

小松　徹也

さわだ　しげおき

澤田　茂興

ちきら　とおる

藤野　健太郎

つつみ　あきのり

堤　章徳

ないとう　ひさし

内藤　久嗣

 はが　  ひでひろ

芳賀　英博

ひむろ　なおき

氷室　直樹

ひろた　しずま

廣田　静馬

ふじの　けんたろう

   みえの   としゆき

三重野　敏幸

みたむら　もとい

三田村　基

もりしま　みきお

森島　幹夫
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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
　開発統括部 開発第２部長 　開発統括部 開発企画部長

　　以　　上

やました　よしあき

山下　佳明
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